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「2020-2021」平塚ロータリークラブ最終例会

新入会員歓迎例会

令和３年６月 17 日の最終例会は、親睦委員会の新入会
員歓迎例会として開催させていただきました。
昨年に引き続き今回の新入会員歓迎例会も夜間例会で開
催ができずに昼例会として開催する運びとなりました。
まん延防止等重点措置が適用されている中なので、リ
アル委員会の開催が難しい状況でもありましたが、リモ
ートを活用して何とか委員会を開催し、当日の設えを決
めることができました。
やはり今年の親睦委員会のメインのテーマーは、
「会員
メンバーの方が楽しく盛り上がる例会にする」ことです。
このことを第一に考えメンバー間で意見交換をし、
「食事」
、
「例会内容」を決定しました。
食事は、家族会で好評でした「三段重ねのお弁当」の中
の蟹バージョンにし、ノンアルコールですが、コーヒー
まで飲める飲み放題セットにしました。
例会内容のコンセプトは、オリンピックイヤーにちな
んだ設えで行い、新入会員メンバー５人の人となりと特
徴を他の会員の皆様に認知していただくことを目的に、
５人への質問の内容を親睦委員会メンバー全員で考えま
した。
当日は、オリンピック公式Ｔシャツを着た新入会員の
５人が手作りの聖火を持って会場内を颯爽と駆け抜け、
数々な質問の聖火を繋げていきました。勿論、今年のイ
ンタビュアも盛り上げ上手な相山会員です。
質問が順調に進み、鳥山会長から新入会員メンバー５
人への最終質問「私のことをどう思う？」で締めていた
だきました。
そして最後に最後、コロナ禍での会長を務められ、大
変ご苦労がありました鳥山会長への感謝の気持ちを込め
まして、親睦委員会から新入会員の５人にプレゼンター
を務めてもらい花束贈呈をさせていただきました。

コロナ禍の中、十分な活動ができずに親睦委員会のメ
ンバーの皆さんはフラストレーションが溜まる年だった
と思いますが、そんな中でも委員会の皆さんのご協力を
いただき最終例会が向かえられ、私自身も何とか１年間
委員長を務めることができました。ありがとうございま
した。
会員の皆様には、親睦委員会が大変お世話になりまし
たこと感謝いたしております。委員会を代表しまして、
御礼申し上げます。１年間、
誠にありがとうございました。
親睦委員会 委員長 米山範明
会長報告
昨年所信を発表し、そこでクラブ目標の一つとして、
ロータリー賞を受賞する、を目標にいたしました。結果
がどうなったか気になる方もいると思うのですが、まず
はその話をしたいと思います。
結論から言うと、受賞できるかどうかは今分かりません。
わかるのは、次年度に入ってからになります。しかし、
今年度はコロナ禍という状況でもありました。そのため、
どのような結果であっても、来年度必ず受賞できるよう、
引き続き私たちもサポートしていきたいと思っています。
さて、年度初めには、クラブ目標以外にも発表したこ
とがあります。それが平塚ロータリークラブのテーマ「手
を差し伸べよう。まずはあなたの隣りから」です。この
テーマ考えた当初、私の中では自分のすぐそばから奉仕
の輪を、広げていこうという意味しかありませんでした。
しかし、新型コロナウィルスが流行し、物理的に手を差
し伸べることが出来なくなったことで、テーマの意味も
大きく変わりました。それが「できないからやらないの
ではなく、できることをやる」という意味です。
平塚ロータリークラブのテーマに新しい意味が宿った
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オリンピックイヤーにちなんで
手作りトーチを掲げて入場する新会員

ことで、このクラブはこれまで以上にパワフルになりま
した。他のクラブでは行事だけでなく、例会すらやって
いないクラブもあります。また、それを理由に退会する
会員が何名もいたと聞きました。しかし、平塚ロータリー
クラブからはそういう理由で辞めた人は一人もいません。
ＷＥＢ例会や、
ＷＥＢ例会を活用したスマイル発表など
新しい取り組み、そして、ビジョン声明の発表からパン
フレットの作成に至るまで、私たちは休むことなく走り
続けることが出来ました。これもすべて、みなさんが、
身近なところから手を差し伸べ、できることをやってく
れたおかげです。本当に感謝しています。
そして、私に対して手を差し伸べてくれたのが江藤幹
事です。江藤幹事には、これまでたくさんのわがままを
言って何度も困らせました。しかし、その都度江藤幹事
は私の気持ちに寄り添い、手を差し伸べてくれました。
江藤幹事がいなければ、今の私はいません。本当にあり
がとうございます。
これから新しい年度が始まります。今度は皆さんと一緒
に未来に向かって、手を差し伸べていきましょう。
20-21年度最終例会の
ちょっと豪華なお食事

20年7月2日入会志村拓会員

20年8月27日入会原田篤志会員.JPG

相山会員が新会員へ質問します。

21年4月8日入会宮下幸雄会員
トーチを
持
っ
て
走
り
ながら質問に
答えます

21年4月8日入会菅沼久志会員.JPG

21年4月15日入会市川雅範会員.JPG
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幹事報告

委員会報告

◎今年度、平塚RCより市民病院へ新型コロナウィルス
感染症に対応した医療器材の「陰圧車いす」をロータ
リー基金より贈呈することに5月6日の理事会にて決定
いたしました。
6月25日に平塚市役所にて、落合市長、三田市民病院
副委員長に贈呈いたしますことを会員の皆様にお知ら
せいたします。贈呈式には鳥山会長、柏手会長エレク
ト、片野ロータリー基金運営副委員長、江藤幹事が出
席いたします。
◎次週24日(木)は休会となりますが、12:30より臨時理事
・役員会を開催いたしますので、理事・役員の方は商
工会議所2階の特別会議室へお集まりください。
21-22柏手年度の第一例会は7月1日(木)12:30点鐘です。
新役員のご紹介があります。
新役員の皆様にご挨拶をお願い致します。

委員会報告はございません

2020-21年度
志村 拓会員
原田篤志会員
菅沼久志会員
宮下幸雄会員
市川雅範会員

新会員のご紹介（入会順）

（2020.07.02）
（2020.08.27）
（2021.04.08）
（2021.04.08)
（2021.04.15)

退会会員
永井太郎会員
（2021.02.01）
長島誠人会員
（2021.04.01）
近藤憲司会員
（2021.04.01）
梅干野修司会員 （2021.04.14）
升水富次郎会員 （2021.06.30）
丸茂 淳会員
（2021.06.30）
丸茂会員は先週異動のご連絡をいただきましたので、
ご報告いたします。
ご逝去の会員
小泉 芳郎会員
小笠原 勲会員

柏手会長エレクトから鳥山会長へお疲れ様のお花の贈呈.JPG

(2021.03.07)、
(2021.04.02)

今週のお祝い
誕生日祝い・・・松本崇会員、元吉裕員会員
結婚祝い ・・・青山紀美代会員、飯塚和夫会員、
市川雅範会員
メークアップ（MUP)

2名

清水裕会員、山口紀之会員

鳥山会長から頂く最後の誕生日祝いの元吉会員と松本会員.JPG

本日のスマイル

39名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
6月24日(木)
7月01日(木)

6月に千葉へ異動になられた湘南ステーションビル(株)
平塚店長の丸茂淳会員
クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

休会
2021−22 年度第一例会

市内例会変更
現在ございません
○ 浅野 康

又城 雅弘

