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2021年１０月１日（金） 第２８４６回例会 形式：対面 天候：あめ 合唱：君が代、奉仕の理想、四つのテスト 

会 長 室伏 学  幹 事 望月博文 

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内 TEL 0465(64)1234  FAX 0465(63)1716 

例会場：ニューウェルシティ湯河原 例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

神奈川県や静岡県の緊急事態宣

言が昨日 9月 30日までで解除され、

晴れて会食の通常例会となりました。

とても喜ばしく思っております。 

本日「葉 維英」さんがご入会くださ

いました。心より歓迎いたします。これ

から末永く、よろしくお願いいたします。 

地区会員増強維持拡大委員会によると、人口当たりの適

正人数の目安は 10,000 人当たり 6.81 人で、神奈川県は

7.00 人だそうです。湯河原ロータリークラブの所在地域、湯

河原町の人口は 9月 1日現在 23,116人、真鶴町の人口は

9 月 1 日現在 7,013 人、熱海市泉地区の人口は 8 月現在

2,369人で、合計 32,498人です。本日、葉さんをお迎えして

25 名になった当クラブは、1 万人当たり 7.69人となりますの

で、高齢化と人口減少の激しい過疎の地域としては優秀だと

思っております。 

「佐賀・長崎豪雨災害への義援金協力」を本日の理事会で

決議しましたので、皆様お一人当たり 1,000 円のご協力をお

願いいたします。ちなみに、先般ご協力いただいた「熱海豪雨

災害支援金」は、第 2780地区で 2,263,310円、日本全国の

ロータリアンおよび台湾米山学友会など関係者からのトータ

ルでは 61 百万円となりました。ご協力ありがとうございました。 

来週 10 月 8 日（金）は社会奉仕の移動例会として、湯河

原中学校前、湯河原駅入口交差点「四季彩の塔」付近の草

刈り等の整備を行います。午前 10 時集合ですので、よろしく

お願いいたします。ご入会早々ですが、葉さんもご都合よろし

ければ、ご参加ください。 

 

また、翌 9 日（土）は第 9 グループ「世界ポリオデー」です。

当クラブも湯河原駅前で「ポリオ根絶募金活動」を実施します。

午前 9時 30分集合、10時から 11時 30分まで 90分間の

予定です。会長、副会長、幹事と入会 5 年以内の方を中心に

11 名の参加を予定しておりますが、他のベテラン会員の方々

もご都合が付けば、是非とも顔を出してください。こちらに関し

ても、葉さんもご都合よろしければ、ご参加ください。尚、感染

拡大防止を考慮して、『積極的な声掛けはせず、パンフレットは

箱などに入れて取っていってもらう』とのことですので、ご承知

置きください。午後の第二部は箱根神社で「ポリオ根絶・コロ

ナ終息祈願祭」です。こちらは人数を制限して、各クラブ 5 名

限定とのことですので、あらかじめご依頼している方以外はご

遠慮ください。また、ミンフィさんはあいにく大学の研究の都合

で欠席ですが、学業優先ということでご容赦ください。 

創立60周年記念事業実行員会の各委員長の顔合わせの

打ち合わせ会を 10 月 15 日の例会後に開催することになり

ましたので、よろしくお願いいたします。 

また、10 月 22 日は夜間例会、情報集会をホテル城山さん

で 17時から開催します。 

年間スケジュールでは、10月 15日の卓話がミンフィさんの

予定でしたが、都合が付かないとのことで、11 月 5 日に変更

します。10月 15日の卓話は、代わりに地区ポリオプラス委員

会委員長の神谷一博会員にお願いいたします。 

 

出席報告 

 

会員 2４ 名 出席率 ７７．２７ ％ 

欠席 ８ 名 前回の修正出席率 １００．０ ％ 

（免除者  ３ 名） 前々回の修正出席率 ７６．１９ ％ 

ゲスト ３ 名 事前メークアップ ０ 名 

ビジター ２ 名    

 

ビジター 第２７８０地区ガバナー 田島 透君（ふじさわ湘南） 

第９グループガバナー補佐 木村 隆也君（小田原） 

ゲスト 防衛省自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事

務所 久保田 敬介 所長 

      防衛省自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事

務所 柿野 忍 広報官 

米山奨学生 トン・タット ミンフィ 君 

 

新入会員のお知らせ 

氏名：葉
よう

 維
い

英
えい

 君 

株式会社アジア太平洋協

力会代表取締役 

職業分類：社会教育 

 

入会式に合わせ田島ガバ

ナー、木村ガバナー補佐も

お見えになり、葉会員には

ガバナーより会員バッジが

授与されました。 

葉会員、今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

 

会長挨拶 
 

室伏 学 

国際ロータリー 第 2780地区 

湯河原ロータリークラブ 週報 
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幹事報告 

 

ガバナーより 

1．2022-２３実施年度向け 第１回地区補助金説明会の 

ご案内 

日時：2021年 10月 16日（土）14：00～16：00 

※説明会終了後、合同個別相談会を８Fで開催いたします。 

場所：第一相澤ビル６・８階 会議室 

回答期限：１０月８日（金） 

2．ポリオ根絶募金活動について 

日時：１０月９日（土）９：３０集合 場所：ＪＲ湯河原駅コンコース 

ポリオ根絶祈願祭 

日時：１０月９日１４：００～ 場所：箱根神社 

 

連絡事項 

次週はモニュメント（四季彩の塔）周りの草刈りです。１５日は

米山奨学生の卓話（→会報委注：神谷会員に変更）、２２日は

夜間例会で情報集会をホテル城山にて１７時より開催し、２９

日は規定により休会となります。 

 

スマイル Box 9/１０～10/14 

 

田島透ガバナー（ふじさわ湘南ＲＣ）・木村隆也ガバナー補佐

（小田原ＲＣ） 

本日は宜しくお願い致します。 

神谷一博君 

国際ロータリー第２７８０地区田島透ガバナー･木村隆也ガバ

ナー補佐様本日は湯河原ロータリークラブにお越し頂きまし

てありがとうございます。 

小倉高代君 

田島ガバナー、木村ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

小倉高代君 

本日卓話に、防衛省自衛隊神奈川県地方協力本部小田原地

域事務所、所長久保田敬介様、広報官柿野忍様、湯河原クラ

ブにお越しくださり有難うございました。本日は宜しくお願いし

ます。 

高杉尚男君 

７月の伊豆山土石流の被災者の方、１０家族の住居のお世話

をさせて頂きました。あえていいますと勿論手数料等は頂いて

おりません。 

室伏学君 

遅くなりましたが、タウンニュース８月１４日号で紹介されまし

た。 

望月博文君 

湯河原カンツリー倶楽部今年度理事杯優勝いたしました。あ

りがとうございました。 

室伏学君 

遅くなりましたが、昨年度の自クラブ１００％出席の記念品を

いただきました。 

神谷一博君 

葉さん、１０月１日本日から湯河原ロータリークラブの会員と

なりました事大変おめでとうございます。 

 

（およろこびは次号掲載予定です） 

卓話 小倉 高代 君 

代講 防衛省自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所 

久保田 敬介 様 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 10月 1日の卓話では、自衛隊地方協力本部「地本」の活動

について、防衛省自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事

務所の久保田敬介所長（２等陸尉）、並びに柿野忍広報官（１

等陸曹）にお話いただきました。 

 お話ではまず、自衛隊地方協力本部のしくみ（自衛隊の受

験や見学、質問を受ける窓口であること）とその理念（伝える、

出会う、つなげる、育てる）が説明された後、「平和を仕事にす

る」を信念とする自衛隊の活動内容の紹介がなされました。 

 自衛隊には「陸・海・空」の三自衛隊があることはよく知られ

ています。しかしその仕事や活動内容について、詳しく知る人

は多くないように思います。お話では自衛隊の仕事内容の多

様さ、さらには災害をはじめとしたあらゆる事態への対処能力

を持つため、自衛隊内で自己完結できるほどの職種ならびに

人材が揃っていることが説明されました。 

 一方で雲の上の存在にも思える自衛隊、その担い手（自衛

官）となるにはどのようなことが必要で、どのようなものが関係

ないかのお話もありました。具体的には自衛隊内での昇任・昇

進にあたり学歴は一切関係がなく、完全な実績評価であるこ

と、一方で手厚い福利厚生のもと、自らの努力や節制によって

まとまった貯蓄も可能である、とのことでした。さらには任期満

了（退職）後の進路選択のサポートの充実ぶりなど、「平和を

仕事にする」重責に見合った待遇が実現していることの説明

もなされました。 

 なお自衛隊地方協力本部は、三自衛隊のどこにも属さない、

珍しい組織であるとのことでした。いわば自衛隊間の連携を

取り持つ貴重な存在として、今後の「地本」のさらなる発展を

願わずにいられません。（文：クラブ会報委） 

（編集 １０月会報担当：小倉高代／クラブ会報委員会）


