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202２年７月８日（金） 第２８８０回例会 形式：対面 天候：はれ 合唱：君が代、奉仕の理想、四つのテスト 

会 長 青木 義美  幹 事 室伏 学 

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 

６１代目湯河原クラブ会長を受けさ

せて頂いた青木義美です。 

初例会挨拶として３項目に分けてお

話しさせて頂きます。第一私自身の事、

第二にロータリーに関して、第三にま

とめです。 

まず私は１９５０年２月生まれの７２才です。同級生仲間では

元気すぎると言われてます。明治大学工学部卒業ですが学

校では工学部でなくボート部卒業と言われるくらいボートばか

りやってました。沼津東高校時代は全国６位までいきました。

静岡県代表で大分国体も参加した事もあります。いまでもＯＢ

チームを作ってマスターズにも出場してます。多分参加チーム 

の最重量コックスではないでしょうか？仕事は父の作った設

備会社の２代目で今でも現職で天井もぐったり穴掘ったりして

ます。趣味はアウトドアと旅行です。スキー、キャンプは現役で

やってます。旅行は海外旅行大好きでヨーロッパ主体型です

が今はちょっと行けないので国内ばかりです、車で自分で運転

して北海道、九州、四国と家内と二人で何処へでも行っちゃい

ます。 

さてロータリーですが、熱海南クラブで２１年在籍させて頂

きました。会員数の少ないクラブでしたので２回会長を務めさ

せて頂きました。こちら湯河原クラブへ在籍させて頂き２年に

なりますが、半分コロナで休会になってしまったので実質１年し

か活動させて頂いてません。こうして壇上でお話しするのも初

めてです。この機会に卓話に入れて下さいと提案したら「会長

は合間で勝手にしゃべりなさい」と言われましたので遠慮なく

お時間を使わせて頂きます。 

同じロータリーと言っても湯河原は湯河原の特徴がありい

ろいろ勉強しながらの１年間となります。「奉仕活動」と一言で

言ってもいろいろな意味があると思います。清掃活動も寄付

活動も奉仕活動ですが、私はロータリーの５大奉仕のなかで

大切なのはクラブ奉仕と職業奉仕と考えてます。クラブ内の

和が保てない人が、外で人との和がうまくいくでしょうか？又

皆第一線で活躍されている人ばかりですので、自分の職業上

での奉仕も沢山あるのではないかと考えます。とかく企業は利

益優先と言われますが、その結果悲惨な事態を迎えた事例が

沢山あります。利益追求は商売の原点ではありますが、ロータ

リアンの利益は又違ったものではないでしょうか。 

又ロータリーは国際的団体です。私も海外留学生はじめ多

くの外国人をホームステイさせております。このシステムを無

料宿泊施設と卑下する人もいますが、ホームステイした学生

から多くの人種の違い、文化の違い、日本の国際的立ち位置

など教わりました。国際理解にはうってつけの組織団体と考え

ます。 

最後になりますが、湯河原クラブでも皆さんの小さな輪を

沢山作って大きな一つの輪にしてゆきたいと思ってます。ゴル

フもへたくそですが是非お付き合いさせて下さい。学生時代

から一回も酒は切らしたことはありませんので飲み会も（ちな

みにタバコは全くやりません）沢山企画したいと思ってます。室

伏幹事はじめ皆さんにはお手間をかける事も少なくありませ

んが、皆さんの協力のもと１年間楽しく過ごして、次期佐藤友

彦さんにバトンを渡したいと思ってます。 

どうぞ宜しくお願いします。 

 

出席報告 

 

会員 2３ 名 出席率 ８５．７１ ％ 

欠席 ５ 名 前回の修正出席率 ７７．２７ ％ 

（免除者  ２ 名） 前々回の修正出席率 ８１．８２ ％ 

ゲスト ０ 名 事前メークアップ ０ 名 

ビジター ０ 名    

 

幹事報告 

 

国際ロータリー日本事務局より 

１．７月のロータリーレート １ドル１３６円 

ガバナーより 

１．上半期 人頭分担金 送金依頼 

１．地区資金の内訳 

ａ．本会計 上半期分７，８５０円（年額 １５，７００ 円）･･･米

山記念館維持費を含む 

ｂ．事業会計 上半期分  ２，９００円（年額 ５，８００ 円）･･･

新世代助成費今期は実施せず 

ご送金は、２０２２年７月中にお願いいたします。 

会長挨拶 
 

青木 義美 

国際ロータリー 第 2780地区 第９グループ 

湯河原ロータリークラブ 週 報 
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連絡事項 

１．２９日に例会とは別に会長幹事の歓送迎会を予定しており

ます。 

 

スマイルＢｏｘ 

 

会員誕生日 室伏学君（７／４） 

会員誕生日 石田浩二君（７／１３） 

会員誕生日 安江仁孝君（７／１４） 

入会記念日 望月博文君（１４年・Ｈ２０．７．４） 

入会記念日 室伏学君（９年・Ｈ２５．７．５） 

入会記念日 安江仁孝君（３年・Ｒ１．７．５） 

入会記念日 櫻井武志君（５年・Ｈ２９．７．７） 

青木義美君・室伏学君 

１年間よろしくお願いいたします。 

西山敦君 

夏越の大祓、大勢の人の参列のもと無事に終了しました。 

西山敦君 

五所神社奉賛会活動が始まりました。ご協力よろしくお願い致

します。 

高杉尚男君 

青巒荘の商人の協力会の青巒会の総会が無事開催できまし

た。 

高杉尚男君 

さがみ信用金庫の親睦団体の湯河原信和会の総会・懇親会

を３年ぶりに開催することが出来ました。 

櫻井武志君 

スマイルＢＯＸ委員長、１年間宜しくお願い致します。 

石川博君 

当社経営のパッキーボールが５０周年を迎えました。 

石田浩二君 

観光協会の総会が無事終了いたしました。 

２０２２～２０２３年度、年初例会なので全員でスマイル。 

 

★クラブ会報委員会よりお知らせ 

 今年度より「およろこび」の記念写真を省略します。一方で

卓話や移動例会での撮影、週報掲出は行う予定ですので、会

員の皆様の変わらずのご協力をお願い申し上げます。 

 

クラブ協議会 

 

クラブ協議会では、会計の石田会員より前年度・今年度会

計について、プログラム委員長の高杉会員より主に週報の制

作体制に関して、親睦委員長の石川浩子会員より説明があり

ました。本号に今年度役員委員編成表を示します。 

 

２０２２～２０２３年度 役員委員編成表 

湯河原ロータリークラブ 

会 長 青木 義美 S.A.A 丸塚 順子 理 事 青木 義美 理 事 高杉 尚男 

副会長 伊藤 伸之 副 S.A.A 常盤 孝司 理 事 伊藤 伸之 理 事 渡辺 久恭 

幹 事 室伏 学 会長ｴﾚｸﾄ 佐藤 友彦 理 事 室伏 学 理 事 平間 章弘 

副幹事 安江 仁孝 監 事 高知尾 朝行 理 事 石田 浩二 理 事 佐藤 友彦 

会 計 石田 浩二   理 事 望月 博文   

 

クラブ管理運営委員会  担当理事 渡辺 久恭 

 

ロータリー情報委員会 ◎石田 浩二 ○平間 章弘 

クラブ会報委員会 ◎安江 仁孝 ○西山 敦 

吉村 行正（各月の担当者が管理） 

出席委員会 ◎苅谷 和彦 ○石川 浩子 

スマイル BOX委員会 ◎櫻井 武史 ○安江 仁孝 

プログラム委員会 ◎高杉 尚男 ○望月 博文 

雑誌委員会 ◎土屋 一弘 ○杉山 茂久 

親睦活動委員会 ◎石川 浩子 ○常盤 孝司 

  葉 維英  吉村 行正 

凡例 ◎…委員長 ○…副委員長 

増強委員会  担当理事 佐藤 友彦 

 

広報委員会 ◎苅谷 和彦 ○石川 博 

会員選考委員会 ◎高知尾 朝行 ○杉山 茂久 

職業分類委員会 ◎平間 章弘 ○土屋 一弘 

 

奉仕プロジェクト委員会  担当理事 高杉 尚男 

 

職業奉仕委員会 ◎渡辺 久恭 ○石川 浩子 

社会奉仕委員会 ◎苅谷 和彦 ○深澤 昌光 

国際奉仕委員会 ◎櫻井 武志 ○葉 維英 

青少年奉仕委員会 ◎深澤 昌光 ○石川 博 
 

 

ロータリー財団委員会  ◎櫻井 武志  ○常盤 孝司    米山奨学委員会  ◎望月 博文  ○西山 敦 

 

クラブ研修リーダー  ◎平間 章弘 ○石田 浩二 

（編集 ７月会報担当：吉村行正／クラブ会報委員会） 


