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202２年２月４日（金） 第２８６１回例会 形式：対面 天候：晴れ 合唱：君が代・我等の生業・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 

本日、吉村行正さんがご入会なさ

いました。心より歓迎いたします。吉村

会員の今後の人生が、ロータリーの活

動を通じて、より豊かなものになること

を願っております。 

さて、１月 24 日にオンラインによる

会長幹事会が開催されましたので、本日はその内容について、

ご報告申し上げます。 

まず、佐藤友彦会長エレクトは既にご承知かと思いますが、

「会長エレクト研修セミナー（PETS）」が 3月 12日にミナパー

クで開催されます。今年度はローターアクトクラブの会長も招

聘するとのことです。 

3月20日、21日の「地区大会」も対面で開催予定です。初

日の 20 日は鎌倉パークホテルで、会長幹事会や RI 会長代

理ご夫妻の歓迎晩餐会です。2 日目の 21 日は藤沢市民会

館でリーダーセミナー、新世代交流会、本会議や、大懇親会な

どで、約 900名の参加が予定されています。仮に緊急事態宣

言が発出されたらオンライン開催、まん延防止等重点措置が

適用されたら定員の 50％での開催にするそうです。 

また、4月29日の「地区研修協議会」は相模原市民会館な

どの相模原市役所関連施設で開催されます。当初の 4月 17

日から日程が変更されていますので、ご注意ください。 

ヒューストンの「国際大会」の登録は18,000人、そのうち日

本からの登録は 547 人、第２７８０地区からは２７人だそうです。 

1月現在の第 2780地区の会員数は 2,270名で 22名の

純増にはなっていますが、目標の 2,396名には程遠い状況だ

そうです。当クラブは、葉会員と吉村会員のお陰で純増 2 名

なので、優秀な方だと思います。ありがとうございます。 

3 月 10 日 20 時から 21 時 30 分までの「オンライン新会

員親睦会」は、新会員だけでなく、入会 6年未満の会員、会長

やスポンサーの参加も歓迎だそうで、2 月 10 日頃に正式な

案内があるそうです。 

トンガの噴火に対する義捐金についてです。トンガにもロー

タリークラブはあるのだそうです。但し、現時点では受け付け

る窓口がなく、オーストラリア経由であれば可能なようですが、

詳細が不明なので少し様子見とのことです。 

最後にとても大きなお話です。前回の例会でお話しした公

式ロゴどころではありません。RIでは「ロータリーの未来形成」、

SRF（Shaping Rotary's Future）と称して、ロータリーのガ

バナンス（組織統括）について、大改革が検討されているそう

です。2030 年を目途に、1915 年から続いてきた地区やガバ

ナー制度が廃止され、地域（Region）という制度になる方向

です。 

・世界を 20～40 の地域、おそらく 28 地域程度に分け、日

本は全国で 1地域とする 

・各地域には 3年任期のリージョナルカウンシル 1名を置く 

・地域をさらにセクションに分け、日本は 102のセクションと

する 

・2年任期のセクションリーダーを置く 

・世界で 100 地区程度のパイロット地区を設定するが、日

本の地区は入っていない 

システムが変わってもロータリーの活動の主役は一人一人

でまた一つ一つのクラブが主役だということは変わらない、と

いうことですので、あまりご心配なさらずに、今後の動向にご

注目くださいますよう、お願いいたします。 

本日の理事会で決議した今後の例会開催について、ご案

内いたします。来週 2月 11日は規定により元々休会です。現

在の「まん延防止等重点措置」が延長となった場合には、2 月

18 日、25 日は例会を開催し、卓話も実施しますが、会食は取

り止めて、お弁当の配布とします。仮に「緊急事態宣言」が発

出された場には、休会とします。月初の 3 月 4 日は、「緊急事

態宣言」でも「まん延防止等重点措置」でも、理事会を開催し、

例会も開催いたします。「緊急事態宣言」なら卓話なし、「まん

延防止等重点措置」なら卓話あり、とします。全て解除された

場合には、会食の通常例会といたします。変則的な対応となり

ますが、ご容赦ください。よろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員のお知らせ 

氏名：吉村
よしむら

 行
ゆき

正
まさ

 君 

メットライフ生命保険株式会

社小田原エイジェンシーオフィ

ス 

職業分類：保険業 

 

 入会式では室伏会長より会

員バッジが授与されました。 

吉村会員、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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出席報告 

 

会員 2６ 名 出席率 ８８．００ ％ 

欠席 ４ 名 前回の修正出席率 ８７．５０ ％ 

（免除者  １ 名） 前々回の修正出席率 ８７．５０ ％ 

ゲスト ０ 名 事前メークアップ ０ 名 

ビジター １ 名    

 

ビジター 地区米山奨学生 トン・タット・ミンフィ 君 

 

幹事報告 

 

国際ロータリー日本事務局より 

1．２月のロータリーレート １ドル１１５円 

 

ガバナーより 

1．会長エレクト研修セミナー(ＰＥＴＳ)開催のお知らせ 

日時：３月１２日(土) 

  9：30～10：00 登 録              

  10：00       点 鐘      

  10：00～12：35  本会議 1 基調講演 

12：35～13：25 昼 食 

   （食後 AGE と次年度会長との打ち合わせ）       

  13：35～14：45 第 1セッション 

 『クラブ会長の役割と責務について』 

  14：55～15：55 第 2セッション 

 『未来へつなぐために次年度何を目指すか』 

  16：10～17：35  本会議２ 委員会事業 

 17：45～19：00 懇親会 

場所：藤沢商工会館ミナパーク 

   3F＆5F会議室／6F多目的ホール 

2．米山奨学金終了生終了式 開催のご案内 

日時：２月２０日(日)１５：００～１６：３０ （受付 14：30～）                   

場所：第一相澤ビル ８階「会議室」。 

 

連絡事項 次週２月１１日は祝日休会となります。 

 

スマイルＢｏｘ 

 

西山 敦君 

２月３日五所神社節分祭縮小して無事終了しました。 

望月博文君・高杉尚男君 

本日入会をいたしました吉村さんです。これからも宜しくお願

い致します。 

石田浩二君 

荒川区が所有し、日本ビューホテルが運営しているグリーン

パール那須を所有致しました。４月１５日より当社運営にて引

き続き営業して参ります。 

 

クラブ協議会 
 

クラブ協議会では、２０２１-

22 年度も半分を経過したこと

から、石田会員より本年度会

計の中間報告が行われました。 

一般会計・スマイルボックス

会計については、収入・支出と

も順調であるとのことでした。

予算額と決算額に差異がある

もの（例えば地区大会や奉仕

デー（旧：IM）などの分担金・

登録料、世界社会奉仕費（ポ

リオプラス）など）については、

今後の半期においての支出が見込まれるとのことです。また

周年記念事業会計について、式典中止となったこともあり、今

度の取り扱いについて理事会等にて検討の予定です。詳しく

は配付資料をご確認ください。 

続いて６０周年記念式典実行委員会、高杉実行委員長より

記念事業の進捗に関して報告がありました。具体的な工期は

「時計は３月、プレートは４月」を予定していること、５０周年時

に行った大々的な除幕式は（感染状況などを勘案して）困難

であることから、実行委員メンバーが湯河原町役場に赴き、目

録を贈呈する形を検討しているとのことです。また式典は中

止となったものの記念誌は予定通り発行し、今月は過去資料

の掘り起こしを行う予定とのことです。（文：会報委員会） 

（編集 ２月会報担当：石川博／クラブ会報委員会）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 会員誕生日 

西山敦君 

1/２７ 

伊藤伸之君 

2/1５ 

米山奨学委員会 

カウンセラー 

青木義美 委員長 

奨学金授与（２月） 

米山奨学生 

トン・タット・ミンフィ君 


