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2021-2022年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
：ともに　ひらめき　きらめく !

会長報告

2021 7 1 3317 3317
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　新たな年度の初例会です。鳥山年度からバトンを引き
継ぐこととなり非常に身の引き締まる思いで、ここに立
っております。新型コロナの影響で昨年に引き続き、例
年のような委員会の引継ぎが実施することができずに本
日に至っております。

　しかし、平塚クラブの会員の皆さんは過去の経験から
個別に引き継ぎ連絡をしていただき各委員会新年度をス
タートさせていただけることと思います。

　初めてマイロータリーにログインして、会長研修を行
いました。会長の役割は、RI 会長のテーマを会員の皆さ
んに伝えること。地区ガバナー、ガバナー補佐と協力し
てクラブ運営を行うことと、他理事会を開催し、予算を
策定し事業を推進する事などが役割であるとありました。

１、今年度のRI テーマは・・・・
　2021-22 年度国際ロータリー会長シェカール・メータ
氏は、RI テーマ「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにする
ために」と発表しました。メータ氏は、クラブ入会後ま
もなく、インドの僻村を支援するプロジェクトに参加し
ました。そこで村人たちの状況を目にしたことで、奉仕
への決意が固まったと語っています。
　そして、” 奉仕とは、自分がこの地上に占める空間に対
して支払う家賃である “という信条を基に自らが模範と
なって導き、インパクトをもたらす奉仕プロジェクトへ
の会員の参加を呼びかけています。

43(42) 4 47 77.05

2021年～2022年
会長　柏手　茂

新年度を迎えて

クラブ協議会・新役員挨拶

　2780 地区ガバナーは、ふじさわ湘南 RCの田島透会員
がガバナーとなり、第 8G ガバナー補佐には、当クラブ
の鳥山優子直前会長が行う事になり、平塚RC全員でバッ
クアップしていきたいと思います。

２、コロナ禍の現在、コロナの中でも出来ることを考え、
そして実践する。鳥山直前会長の行ったようにロータリ
ー活動を進めていきたいと思います。
　クラブテーマは、『ともに ひらめき きらめく！』です。
新しい生活様式を求められ、制限と改善が必要な状況で
ある今、会員全員の英知をもって、新しいロータリーク
ラブ活動にチャレンジしていきましょう。社会全体 が停
滞している今だからこそ。仕事でも様々な影響が残って
いる今だからこそ。例会で気持ちのリフレッシュができ
るのだと考えます。友人との笑顔の時間を是非創ってい
きましょう。

　今年度は、皆さんもお気づきかと思いますが、クラブ
ビジョンを会場に掲出しました。また、創立65周年の記
念の年となります。創立総会の行われた 2月に記念例会
を計画しており、皆さんのご協力を願いいたします。

　最後に本日の例会に会員名簿、活動計画書を手元に配
布をしなくてはならないのですが、昨日が年度末となり、
会計部分の取りまとめがどうしても間に合わずお渡しす
ることができません。直近の予定ですが、来週の例会は
補佐訪問となります。そして、15日は、ガバナーの公式

訪問となります。年度スタートしたばかりでの公式訪問
の対応となります。この例会の際に会員名簿、活動計画
書をお渡しいたします。

　皆さんの貴重な例会時間が、少しでも価値あるものと
なるように皆さんと共に目指していきたいと思います。
1年間よろしくお願いいたします。

　最後に今年度 1年間の活動の成果について以下のこと
を目指します。

クラブ目標
・RI ロータリー賞へのチャレンジ
・クラブビジョンの浸透
　「私たち平塚ロータリークラブは、良き伝統を堅持し
　つつ、変革と進化に挑戦し、地域社会に対し持続可能
　な奉仕活動を行うことで、会員自身の資質の向上と、
　先進的クラブを目指します」

・会員増強　純増 3名
　地区会員数 2,396 名以上の目標に沿って、クラブ基盤
　の維持向上を行う
・奉仕活動推進のための寄付
　ロータリー財団への寄付：年次寄付 200 ドル / 人
　恒久基金 1,000 ドル以上 /1 クラブ
　ポリオ根絶キャンペーン推進のための寄付：40ドル /人
　米山奨学会への寄付：年間 20,000 円以上 / 人
・世界ポリオデー、ロータリー奉仕DAYの実施
・マイロータリーの活用と登録 100％

以上

新旧会長幹事のバッジ交換後の記念撮影
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継ぐこととなり非常に身の引き締まる思いで、ここに立
っております。新型コロナの影響で昨年に引き続き、例
年のような委員会の引継ぎが実施することができずに本
日に至っております。

　しかし、平塚クラブの会員の皆さんは過去の経験から
個別に引き継ぎ連絡をしていただき各委員会新年度をス
タートさせていただけることと思います。

　初めてマイロータリーにログインして、会長研修を行
いました。会長の役割は、RI 会長のテーマを会員の皆さ
んに伝えること。地区ガバナー、ガバナー補佐と協力し
てクラブ運営を行うことと、他理事会を開催し、予算を
策定し事業を推進する事などが役割であるとありました。

１、今年度のRI テーマは・・・・
　2021-22 年度国際ロータリー会長シェカール・メータ
氏は、RI テーマ「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにする
ために」と発表しました。メータ氏は、クラブ入会後ま
もなく、インドの僻村を支援するプロジェクトに参加し
ました。そこで村人たちの状況を目にしたことで、奉仕
への決意が固まったと語っています。
　そして、” 奉仕とは、自分がこの地上に占める空間に対
して支払う家賃である “という信条を基に自らが模範と
なって導き、インパクトをもたらす奉仕プロジェクトへ
の会員の参加を呼びかけています。

　2780 地区ガバナーは、ふじさわ湘南 RCの田島透会員
がガバナーとなり、第 8G ガバナー補佐には、当クラブ
の鳥山優子直前会長が行う事になり、平塚RC全員でバッ
クアップしていきたいと思います。

２、コロナ禍の現在、コロナの中でも出来ることを考え、
そして実践する。鳥山直前会長の行ったようにロータリ
ー活動を進めていきたいと思います。
　クラブテーマは、『ともに ひらめき きらめく！』です。
新しい生活様式を求められ、制限と改善が必要な状況で
ある今、会員全員の英知をもって、新しいロータリーク
ラブ活動にチャレンジしていきましょう。社会全体 が停
滞している今だからこそ。仕事でも様々な影響が残って
いる今だからこそ。例会で気持ちのリフレッシュができ
るのだと考えます。友人との笑顔の時間を是非創ってい
きましょう。

　今年度は、皆さんもお気づきかと思いますが、クラブ
ビジョンを会場に掲出しました。また、創立65周年の記
念の年となります。創立総会の行われた 2月に記念例会
を計画しており、皆さんのご協力を願いいたします。

　最後に本日の例会に会員名簿、活動計画書を手元に配
布をしなくてはならないのですが、昨日が年度末となり、
会計部分の取りまとめがどうしても間に合わずお渡しす
ることができません。直近の予定ですが、来週の例会は
補佐訪問となります。そして、15日は、ガバナーの公式

訪問となります。年度スタートしたばかりでの公式訪問
の対応となります。この例会の際に会員名簿、活動計画
書をお渡しいたします。

　皆さんの貴重な例会時間が、少しでも価値あるものと
なるように皆さんと共に目指していきたいと思います。
1年間よろしくお願いいたします。

　最後に今年度 1年間の活動の成果について以下のこと
を目指します。

クラブ目標
・RI ロータリー賞へのチャレンジ
・クラブビジョンの浸透
　「私たち平塚ロータリークラブは、良き伝統を堅持し
　つつ、変革と進化に挑戦し、地域社会に対し持続可能
　な奉仕活動を行うことで、会員自身の資質の向上と、
　先進的クラブを目指します」

・会員増強　純増 3名
　地区会員数 2,396 名以上の目標に沿って、クラブ基盤
　の維持向上を行う
・奉仕活動推進のための寄付
　ロータリー財団への寄付：年次寄付 200 ドル / 人
　恒久基金 1,000 ドル以上 /1 クラブ
　ポリオ根絶キャンペーン推進のための寄付：40ドル /人
　米山奨学会への寄付：年間 20,000 円以上 / 人
・世界ポリオデー、ロータリー奉仕DAYの実施
・マイロータリーの活用と登録 100％

以上

理事役員　紹介
柏手 　茂　会長 
清水 雅広　会長エレクト（クラブ組織強化委員会担当）
白石慎太郎 副会長（クラブ管理運営委員会担当）
高橋 賢二　奉仕プロジェクト委員長（職業奉仕委員長兼務）
木村 義広　公共イメージ委員長 
三荒 弘道　財団委員長 
清水 　裕　長期計画委員長（クラブ研修リーダー）
鳥山 優子　直前会長　
 
米山 俊二　幹　事 
市川 雅範　会　計 
片野 之万　会場監督 

小林 　誠　副幹事 
原田 篤志　副会計 
柳川 正人　副会場監督

地区出向者　紹介
地区米山委員会
地区米山委員会
米山学友委員会
米山学友委員会
米山奨学委員会
米山奨学資金推進委員会

地区研修委員会
会員増強・会員維持委員会
RYLA 委員会
インターアクト委員会
デジタル化推進委員会
規定審議会担当委員会
青少年委員会
危機管理委員会
危機管理委員会
オンツー・ヒューストン国際大会委員

三荒 弘道　委員長
秋山　智　 副委員長
森　誠司　 副委員長
守屋 宣成　委員
原田 篤志　委員
山口 紀之　委員

常盤 卓嗣　委員　
高橋 建二　委員
 清水　裕　委員
飯塚 和夫　委員
小林 誠　　副委員長
馬上 晋　　委員
元吉 裕員　委員　
鳥山 優子　委員
三荒 弘道　委員
鳥山 優子　委員

副会長になられた白石慎太郎会員第1回目の幹事報告をされる米山俊二幹事 会長エレクトになられた清水 雅広会員
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クラブ会報委員会　◎ 平井 敬規　○ 関口 幸恵　菅沼 久志　松本 崇

卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 4名

ゲスト 2名

ビジター 0名

7月08日(木)
7月15日(木)
7月22日(木)
7月29日(木)

委員会報告

幹事報告

今週のお祝い

誕生日祝い・・・無し
結婚祝い　・・・関口幸恵会員、清水雅広会員

ガバナー補佐訪問　鳥山優子 AG
ガバナー公式訪問　田島透ガバナー
祝日の為休会
卓話：（株）いかす 代表　白土卓志様

本日のスマイル 36名

◎6月25日（金）に、平塚市民病院へ新型コロナウィルス
　対応として感染症の患者搬送用「陰圧車いす」1台を
　平塚ロータリー基金より寄贈いたしました。
　寄贈セレモニーに鳥山前会長、柏手会長、江藤前幹事、
　片野前平塚ロータリー基金運営副委員長が出席され、
　その模様が湘南ケーブルテレビで7月5日（月）まで
　8:00、12:00、19:00再放送されます。

◎来週は21－22年度鳥山ガバナー補佐訪問となります。
　翌週の7月15日は田島ガバナー公式訪問です。すでに
　15日のご案内を皆様にお送りいたしましたが、出欠の
　ご回答がまだの方は本日回覧いたしますので、ご記入
　ください。
　13:30からの懇談会は全員が対象となりますので、多く
　の方のご参加をお願い致します。

◎平塚市美術館より、開館30周年記念、スタジオクーカ
　の「パッパラパラダイス2021」展の招待券を2枚いた
　だきましたので、ご興味のある方は受付にお申し出く
　ださい。

現在ございません

湘南ステーションビル（株）平塚店
取締役平塚店長　下平　昭彦　様

蓮光寺　住職　代表役員　中谷　啓秀　様

秋山智会員、常盤卓嗣会員、守屋宣成会員、
山口紀之会員

スマイル大賞を受け取った
松本会員

○雑誌委員会　委員長　鈴木 成一
　【P5】ロータリーの友委員会委員長のお言葉。
　「ロータリーの地域雑誌であり機関雑誌である『ロー
　タリーの友』。その記事として、言葉や写真に置き換
　えられた『ロータリーの心』が」――
　「ロータリーの友」は全国のロータリアンを繋ぐ唯一
　の媒体であり、その記事はロータリーの心であると。
　改めて貴重なメディアであると再認識しました。

　【P7】RI会長のお言葉。
　その冒頭で会員拡大について触れられているというこ
　とで、ロータリアンにとって重要なミッションだと理
　解します。

　【P30】我が地区のガバナーのご挨拶です。
　是非ご一読ください。

　【P69】越谷北RCの、書き損じハガキ回収ポストを設
　置する事業が紹介されています。私、鈴木も、以前よ
　り「フードバンクひらつか」に書き損じハガキを届け
　ていましたので、これがあればさらに集まるだろう、
　思いつかなかったと感心させられました。

　【P84】テレビのドキュメンタリーに出て来そうな波
　乱人生。ロータリアンにもこんな人がいるのか…と驚
　きましたし、それを赤裸々に掲載してしまう「友」の
　自由さ、懐の深さにも感心されられました。

21.04.01　第3304回
鈴木成一　会員

20-21年度４～6月のスマイル大賞の発表

〇結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。9回目の
　記念日です。また、ロータリーの友に5回目の掲載とな
　りました。ロータリーの友事務局の方とはお会いした
　ことは無いのですが、メールでのやり取りが古い友人
　同士みたいになってきました。感謝です。
 
21.06.03　第3313回
松本　崇　会員
〇先日すごいことが起こりました。自動販売機で1,000円
　札を入れて140円のコーヒーを買ったところ、おつり
　の860円がなんと!!　100円玉1枚、50円玉11枚、10円
　玉21枚、計33枚の硬貨が出てきました。ちなみに湘南
　ウィルさんの自販機ではありません。

スマイル大賞を受け取った
鈴木成一会員




