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　本日は、本年度の締め括りの会長卓話ということです
が、今申し上げましたように今年度は約３カ月半の休眠
状況があり、実質例年の３分の２ほどの期間の活動とな
りました。

　今年度のクラブテーマ「つながり」は、ＲＩテーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」のパクリと思われるかもしれま
せんが、実はＰＥＴＳの前から、ほぼ決めていたもので
した。そして、その実現に最適な幹事をお願いできたこ
とは、本当に幸運でした。改めて、森さんに感謝申し上
げます。そして、「つながり」を具現化して頂くには、や
はり会員の皆さんのご理解ご協力なくしては不可能です。
そこで、例年の会長卓話は月を追っての年間報告でした
が、本年はお手元にお配りした会務分担表をご覧頂きな
がら、会員のひとりひとりと今年度の活動を結びつけて
お話をしたいと思います。

　まず、理事役員の方々です。月一回の理事役員会の席
では、様々なご助言やご提案を頂き会の運営に関して多
大なるお力を頂きました。ある意味、今年度の理事役員
の方々のご意見があって、クラブの活動を円滑に回せた
と言って良いと思います。今年度は幹事とも話し合いで、
是非大委員長副委員長に所属委員会の掌握という本来の

「会長卓話　一年を振り返って」
平塚ロータリークラブ　会長　清水裕

会務を改めてお願いしようと試みました。今年度の委員
会活動がスムーズにいったのは、まさに各大委員長副委
員長が所属委員会を掌握して頂いた賜物であったと思い
ます。
　
■奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕委員会　
11/21　国際フード製菓専門学校を見学、横浜山手のエ
リゼ光で食事。職業教育の現状を見て頂いた。森幹事の
熱望によりエリゼ光で食事。

社会奉仕委員会　
4/25　緑化祭り・巣箱作り及び 5/17　ロータリーデー・
エンドポリオ寄付を大磯湊祭りにて予定したが、中止と
なりました。

インターアクト
11/23　年次大会を県立弥栄高校にて実施、提唱クラブ・
平塚学園の生徒の発表が素晴らしかった。　
3/21 一泊研修平塚学園は、中止
　
青少年委員会　　
3/7　少年少女マラソン大会は、中止。マラソン大会に
着用のジャンパーの整理を、鳥山エレクトと吉野さんに
して頂き、感謝申し上げます。

友好クラブ
7/4　初回例会に花巻ＲＣ来訪。7/5 七夕祭り見学した。
元吉委員長のアテンドに感謝。交流会に参加頂いた会議
所やＪＣの方々にお礼。
2/10-11花巻ＲＣ訪問。交流課とわんこそば大会の参加。

国際奉仕委員会　
ＪＩＡ原田燎太郎のハンセン病回復支援へ寄付と卓話。
今回は卓話は中止。青少年交換留学生・金子美優（みゆ
う）さんも、途中で中止帰国となる。

姉妹クラブ
11/28-30 で台北東海ＲＣ（徐重仁）訪問と、台南東ＲＣ
の例会出席。鈴木委員長の計画とアテンドで、スムーズ
な実行が出来た。

■クラブ組織強化委員会
会員増強委員会

目標純増５名を目標とした。近藤さん・又城さん・松本
さん・守屋さん・大島さんの入会と武澤さん・石井さん
の退会により、純増２名。

会員研修委員会
　11/17 お茶会では、成瀬さんと升水さんを囲んで世代
間交流を実施。新入会員研修と親睦委員会との合同事業
については、中止

会員選考委員会
　会員増強等に役立てるため、職業分類表作成を依頼さ
せて頂いた。クラブの全体像の把握に役立った。

■クラブ管理運営委員会
プログラム委員会
　7/11 福沢さんに始まり、スポーツ選手・茶加藤・大学
教授・動物愛護センター長・元横浜ＲＣ会長など多彩な
卓話が実行出来た。ただ、新入記念卓話については三名
実行で、今年度入会者については未達となった。

出席委員会
　例会通知に記念日付記や出席依頼、また４カ月の席順
固定など、積極的な出席率向上策を実行して頂いた。

スマイルボックス委員会
　予算の関係で、今年度はスマイル大賞を２か月毎とし
た。会員各位のご協力のもと、今年度も多数のスマイル
に感謝。

親睦委員会
　正副委員長はじめ、委員全員の積極的な参加にお礼申
し上げます。8/23花火大会と12/19Xmas会については、
例会告知から始まり大いに盛り上げて頂いた。5/9 家族
会は中止になりましたが、6/25 新入会員歓迎に期待して
います。

■公共イメージ委員会
メディア広報　　
　例会記録とプレスリリースを依頼。6/29 市民病院寄付
贈呈式の予定。

クラブ会報
　会報作成は、今年もネット配信を含め堅実に実行して

頂いた。

ＩＴ委員会　
　マイロータリー登録は、目標60％を超えた。ロータリー
賞は、コロナで断念。

雑誌委員会
　ロータリーの友の毎月紹介。石井さんの記事選択の妙
にお礼。

財団委員会
　ロータリー財団会員　ひとり当たり 200 ドル達成
　米山記念奨学　　　　ひとり当たり２万円達成。
　米山奨学生　丁君の世話クラブ。

長期計画委員会
　クラブヴィジョンを作成依頼。クラブ運営の様々な提
案を頂く
平塚Ｒ基金運営委員会　
ロータリー大賞の対象者はいなかった。6/1 理事役員会
にて、市民病院に寄付を提案。委員会審議のもと約 100
万円の物品寄付決定。
会計については、予算作成に苦行したが、昨年度末２名
の増加で、財務状況が改善した。

　地区出向については、米山奨学学友委員会・公共イメー
ジ委員会・危機管理委員会・食らう管理委員会に出向頂
き、地区にて積極的な活動を頂いた。例会時に、地区方
向の時間をとる予定だったが、今年度は実行できず申し
訳ありませんでした。
　地区協議会実行委員会においても、大会運営・分科会
担当と記録・印刷・写真担当において、委員長をはじめ
委員の方々に、大変なお手数をお掛けして準備を頂いた
にも拘わらず、４月１９日が５月１７日に延期され、そ
して中止になってしまったこと大変残念に思うとともに
申し訳ないと思っています。

　この一年間のロータリー活動を通して、改めて会員皆
さんのご理解ご協力なしには何も進まないことを痛切に
感じました。と同時に、平塚ロータリークラブの会員の
皆さん各々の能力の高さに感服いたしました。このよう
な方々に支えられ、会長としてこの一年間を務めさせて
頂いたことに、心より感謝申し上げます。

平塚ロータリークラブ
会長　清水　裕　会員
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三密を避けての久し振りの例会

3か月ぶりの例会は会長始め全員マスク着用



幹事報告

◎6月24日(水)に今年度最後の会長・幹事会が開催されます。
　清水裕会長が出席されます。

◎今年度会員の皆様よりご寄付頂いたロータリー財団への
　年次寄付、ポリオ寄付を4月に送金致しました。
　それにより、合計金額が＄3,000以上になられました升水
　一義会員、鳥海会員、杉山会員、常盤会員、合計＄4,000
　以上の小泉会員、合計＄5,000以上の成瀬会員、升水富次
　郎会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証の襟
　ピンをお贈りいたします。
　それぞれ認証レベルにより、襟ピンのサファイアの数が
　違います。

◎昨日、次年度の活動計画書に掲載のため、次年度の各委
　員長へ「方針と活動内容」のご提出をお願い致しました。
　6月23日(火)までに事務局までお願いいたします。

◎次週の例会は休会の予定でしたが、19-20年度新会員
　歓迎会に変更となります。
　場所はプレジール6階の「若松」の間で、12:00～13:00の
　開催となります。
　昼食はお弁当をご用意いたしますので、出欠のご連絡を
　必ず事務局へお願い致します。
　また、例会開催前の11:00～11:30まで理事・役員会を開催
　いたします。

クラブ会報委員会　◎ 瀬尾 光俊　○ 丸茂 淳　梅干野 修司　山口 紀之　渡邉 美和
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卓話・行事予定

市内例会変更

3名
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6月25日(木)

7月02日(木)

平塚湘南RC
大磯RC

委員会報告

19-20年度ガバナー補佐　杉﨑正様
20-21年度ガバナー補佐　吉野龍彦様

12:00～13:00新会員歓迎例会　
　　会場：平塚プレジール6階「若松」
20-21年度第一例会　新役員挨拶

清水裕会長、柏手茂会員、常盤卓嗣会員

本日の委員会報告はありません

6月例会は全て休会
6月25日(木)　13:00より納会　
例会場：大磯商工会

ご挨拶される
19-20 年度杉﨑AG

20-21 年度に向けて
ご挨拶される

吉野龍彦次年度 AG

清水会長を囲んで誕生祝いの松本会員、小笠原会員、元吉会員

入会式

野村證券 (株 )平塚支店　
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