2020-2021 年度 RI テーマ ：ロータリーは機会の扉を開く
HIRATSUKA RC テーマ
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から
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新型コロナウィルスによる緊急事態宣言発令のため Web 例会
会長報告
ＷＥＢ配信も今回で 3 回目となりました。みなさんの
協力のおかげで、大変大きな反響をいただいております。
本当にありがとうございます。今日はこのＷＥＢ配信を
始めて、特にうれしかったことを 3 つ紹介します。
1 つ目は、平塚ロータリークラブの会員以外の方から
反響があったことです。その会員以外の方とは、久保田
ガバナーと田島ガバナーエレクトです。久保田ガバナー
からはメールで「素晴らしい！ できない理由に甘える
のではなく「どうしたらできるか」を考え実行すること
が大事な一歩だと感激している」というコメントをいた
だきました。また、動画に対して “いいね” してくださり、
拡散もしてくれるとおっしゃっていました。
田島ガバナーエレクトからも「きれいで立派な例会」
「素晴らしい例会」とお褒めいただき、「苦労話などがあ
ればぜひ聞きたい」とまでおっしゃっていただきました。
本当にうれしい限りです。
2 つ目は、スマイルボックスへの反響です。第 1 回の
ＷＥＢ配信から、これまで累計で２１件ものコメントが
寄せられています。また、スマイルボックスだけでなく、
YouTube へのコメント欄や事務局あてにもみなさんか
ら感想をいただいています。本当に励みになっています。
3 つ目は、江藤幹事が頑張ってくれていることです。
私が会長になったころ、「あれをしたいこれをしたい」
江藤幹事にはずいぶんと無理を言いました。きっと困ら
せてしまったことも多々あったでしょう。しかし、WEB
配信を始めることが決まってからは思いも一つに、今は
ツーカーの関係になっていると、勝手に思っています。
さて、この WEB 例会は実に不思議なものです。もと
もと通常例会が休会になったことで、言ってしまえば妥
協案として始めたことです。しかし、通常例会よりも多
くの反響をいただき、ガバナーからコメントをいただく

ほどになりました。
私は、今回のことで、“ピンチはチャンスに変えられる”
ということを改めて学んだような気がします。詳しいこ
とは後ほど幹事報告で申し上げますが、実はこの度、台
北で予定されていた国際大会もバーチャルで開催される
ことが決まりました。クナークＲＩ会長は「伝統的な形
式での国際大会ができないのは残念」としながらも、昨
年のバーチャル国際大会を振り返り「これまで学んでき
たすべてのことを生かして、楽しみ、学び、わくわくす
るような新たな機会とすることができる」とおっしゃっ
ています。このように、我々だけでなく、世界が今、ピン
チをなんとかチャンスに変えられないか模索しています。
いまだコロナの終息のめどは立っていません。これか
らもっと大きな試練が待ち構えているかもしれません。
でも、私たちはそれを乗り越えられることを知っています。
ピンチをチャンスに変えていきましょう。
幹事報告
◎既に皆様にはご挨拶のメールが届いておりますが、横
浜銀行平塚支店長の永井会員が 2 月 1 日付けで異動さ
れました。
このコロナ禍で、直接お別れのご挨拶が出来なかった
ことが大変残念です。新天地でのご活躍をお祈り申し
上げます。また、後任の支店長の菅沼様が例会再開後
に、正式にご入会となります。
◎9 月にインド、ニューデリー南西ロータリークラブの
Gupta パスト会長より緊急支援要請が届き、新型コロ
ナウィルス感染者搬送用車輛調達のため、皆様からご
寄付を頂きました。
総額＄16,407.25が集まり、今月インドへ送金致しまし
たことをご報告致します。
久保田ガバナーよりお礼状が届いております。ご協力
ありがとうございました。
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◎1 月 27 日にロータリー財団へ、一人＄100 の年次基金
をクラブより送金致しました。
また、ロータリー財団、米山記念奨学会より、2020年
の寄付金の確定申告用領収証が送られてきましたので、
皆様に郵送致しました。間もなくお手元に届くかと思
います。
◎ロータリー友事務所よりお知らせです。
「ロータリーの友」誌は緊急事態宣言発出による、編
集・製作工程にも支障があるかと思いますが、極力第
1例会日にクラブへ届けられるように製作して参りま
すとの事です。
◎国際ロータリー第 2780 地区公共イメージ Facebook
“2780NOW” では「緊急事態宣言下で活動される
RI2780 地区ロータリアンへの久保田ガバナーからの
メッセージ」を配信しております。
是非、ご覧いただければと思います。
◎また、正式にご案内いたしますが、6 月に台湾で開催
予定でしたロータリー国際大会が直接対面式ではなく、
バーチャルに移行することになりました。
登録料の返 金等は詳細が分かり次第またご連絡いた
します。
◎本日は 2 月の第 1 例会となりますが、緊急事態宣言発
出中のため、理事・役員会も休会といたします。
また、来週の2月11日(木)は建国記念の日で、休会とな
ります。また、16日(火)に予定しておりました富士ス
ピードウェイへの企業訪問は3月12日（金）へ延期と
なりました。詳細はまたご連絡いたしますが、改めて
沢山の皆さんのご参加をお待ちしております。
また、正式なアナウンスを待ってではありますが、緊
急事態宣言が3月7日まで延長されます。
決まり次第ご連絡致します。
委員会報告
○地区公共イメージ委員会 小林 誠委員
地区公共イメージ委員会では毎月、SNSを使ってガバ
ナーもしくは委員長のお話をFacebook、YouTubeで
お送りしております。今回は緊急事態宣言下における
久保田ガバナーのメッセージをお届けしています。そ
の中で、平塚RCの会議の在り方、スマイルの方法等
を伝えて下さっています。是非、皆さんRI2780地区久
保田ガバナーのメッセージをYouTubeでご覧になって
下さい。
本日のスマイル
久保田英男ガバナー
平塚RCの試みに大きな拍手を送ります！
素晴らしい GREAT

鳥山優子会長
節分も過ぎて、春を待つばかりです。１日でも早く皆
様とお会いできる日を楽しみにしています。
江藤博一幹事
緊急事態宣言が延長になりそうですね。また皆さんに
直接お会いする事が先に伸びてしまいそうです。そん
な中、皆さんのスマイルでの近況報告は楽しみです。
是非、気軽にメッセージを頂ければと思います。コロ
ナに負けるな！
清水雅広会員
28日web例会を拝見しました。
映像、音声もと明瞭で大変見やすかったです。
大変なコロナ禍で各種活動もままならない中、できる
事を考え、短い時間で準備に尽力された皆さまの行動
力に感服致しました。ありがとございます。スマイル
ボックス委員会、平井委員長をはじめメンバーも緊張
の中にも、活動出来る嬉しさが見て取れました。
また、会長挨拶の中で「出来ないと諦めて心を窮屈に
するのか、出来ることがあると考え、心に余裕を持つ
のか」という言葉を聞いて、コロナ禍の中、不安とと
もに自分の気持ちが萎縮していた事に気がつきました。
これからは前向きに「心にゆとりを持って」活動を進
めて行きたいと思います。
柏手茂会員
緊急事態宣言も延長の見込みですが、会社の近隣の飲
食店がことごとく休業が延長されそうです。
一番困るのは、昼飯を食べれる店がないことです。そ
こで、宮松町にある「ONE DREAM」通称ワンドリ。
ここのランチ弁当にお世話になっています。朝、電話
して注文。そして、昼に受け取りに行きます。
お勧めは、ルーローカレー、大人のナポリタンあとは、
かつ丼などなど。是非一度、お試しください。
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木村義広会員
毎朝、空気の澄んだ土屋の里山をウォーキング。
朝日と自然の変化を楽しみながらエネルギーを頂いて
免疫力を高めています。
還暦を超え、仙人の域に 日々近づいているかもしれ
ません？？ 節分を過ぎ、梅花もチラホラ咲き始めまし
た。ウグイスの声も間もなくですね。

清水裕会員
会長幹事報告等の動画拝見しました。 会長のお話にあ
ったブリジストン美術館には、私も 参加させて頂きま
した。東京駅に近接して美術館が あること、またその
展示も素晴らしかったことに驚 いたことを覚えており
ます。
また、その後の会食も楽しく、あの手のフレンチレ ス
トランで、あそこまで盛り上がったのは初めての 体験
でした。緊急事態宣言下、皆さんとの会食の数々を懐
かしく思い出すとともに、早く日常に戻りたい気持ち
が増していくのを感じます。
会員の皆様には、ご家族とともにくれぐれもご自愛頂
きたく存じます。
永瀬剛司会員
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私自身、コロナ禍、非常事態宣言下、不自由な生活で
はありますが、その中でも楽しみを見つけるようにし、
スポーツをして健康を維持しております。医療従事者
として様々な職務を行っており、日々、コロナに感染
しないよう最大限の対策を行っております
平塚市内では、コロナ感染患者に対し、市民病院、共
済病院、済生会平塚病院がそれぞれの役割を拡充し、
また、コロナワクチン接種の準備も大至急で行ってお
ります。
しばらくは、我慢の日々が続きますが、皆様のご健勝
をお祈り申しあげます。

米山俊二会員
皆様、こんにちは、先週の土曜日に次年度対応として、
地区の補助金説明会に 柏手会長エレクトと共に出席を
して参りました。 今年度はこのコロナ禍の影響により
開催中止となってしまいましたので、一年間 スライド
して、来年こそは開催出来るよう今後改めて準備を進
めて参ります。
ミャンマーの子供達への音楽教育支援として、楽器の
寄贈や音楽の楽しさ、そし て学ぶ事の楽しさを是非と
も感じて貰える機会として開催の実現を目指します。
来年の開催時には、皆様のご協力、そしてご支援を心
よりお願い申し上げます。
長島誠人会員
「閉塞性黄疸で入院しました。生まれて初めて入院で
す。 コロナ渦での入院となり病院にはご迷惑をおかけ
しましたが、医療従事者の苦労や気遣いを感じる事が
でき、 大変貴重な経験となりました。12Kg痩せまし
たが元気です。病室からスマイルします。」
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松本崇会員
コロナが流行して約１年、おうち時間が増え料理をす
る機会も増えました。 日曜日の晩御飯メニューは回鍋
肉（ホイコーロー）にチャレンジ！
自画自賛ですが、美味しかったです(笑)
でもやっぱり外で食べたい・・・
コロナが収束して早く皆さんと美味しく食事ができる
ことを楽しみにしてます

メール、ファックス、LINEで募集しています。皆様の
近況をお聞かせください。
先日夕焼けがとても綺麗だったので、湘南平に行きま
した。とても美しい景色だったので、日が暮れて暗く
なった中でも、必死にカメラに収め、写真現像ソフト
で現像した自己満足の写真です。近くでもこんなに綺
麗なところがある平塚、いいですね。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・小林誠会員、相山洋明会員、
守屋宣成会員
浅野康会員
節先週のweb例会で誕生祝いをいただきました。
５１才になります。富士の山もやっと白くなり、私の
頭にもチラホラ白くなってきました。
１２月中旬より外食禁止で会社と自宅の往復です。
コロナに勝つためにも、もう少しの辛抱だと思い頑張
ります。早くコロナから解放されることを願ってます。

結婚祝い ・・・牧野國雄会員、又城雅弘会員、
相山洋明会員
メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル
久保田ガバナー、鳥山会長、江藤幹事、清水雅広会員、
柏手茂会員、木村義広会員、清水裕会員、永瀬剛司会員、
米山俊二会員、長島誠人会員、松本崇会員、浅野康会員、
平井敬規会員
ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定

平井敬規会員
Web例会に多くのスマイルありがとうございます。
皆様のご協力があり、このような形でスマイル報告が
できることで、スマイルボックス委員会に携われて良
かったと思いました。
来週もスマイルをよろしくお願いします。月曜日まで

クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

1 月14日(木)〜2 月4日(木) 新型コロナウィルスによる
緊急事態宣言発令の為、休会
祝日
2 月11日(木)
移動例会 企業訪問延期
2 月18日(木)
（例会開催については未定）
市内例会変更
平塚南RC
平塚北RC
平塚西RC
大磯RC
○ 浅野 康

近藤 憲司

1月全て休会
1月全て休会
1月全て休会
1月全て休会、2/4
又城 雅弘

休会

