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　会長年度の最後の例会となりました。過ぎてみれば早
いものだと感じております。まずは、1年間理事・役員
の皆様、会員の皆様、ご協力に感謝申し上げます。そし
て、女房役の米山幹事には最大の感謝とお礼を申し上げ
ます。

　本日は、会長卓話で一年間の振り返りなどを含めた卓
話をさせていただきます。
　
　私が平塚ロータリークラブに入会したのは、平成18年
5月 18 日です。そして、その年の｢新会員歓迎会｣でロー
タリークラブのイメージが、一新しました。こんなにフ
ランクな会だったんだと驚いたものでした。学生服のト
キワヤさんから男性は、学ラン、女性はセーラー服で、
みんなで「高校 3年生」を合唱するというものでした。
この歓迎会をスタートにロータリーライフは、はじまり
ました。それから、16年が経過して、本年度会長を拝命
し本日その年度を終えることとなり、会長年度を振り返
りたいと思います。

36(36) 2 38 61.29

「会長卓話」

卓　　話

平塚ロータリークラブ
会長　柏手茂

　年度スタート前にコロナ感染
拡大による 3 度目の緊急事態宣
言が 6月 20日に解除され、対面
での例会でスタート。しかし、

鳥
山
会
員

桐
本
会
員

西
村
会
員

清
水
エ
レ
ク
ト 私

徳
永
会
員

柳
川
会
員

7 月 20日に県独自の緊急事態宣言が、発出され、その後
国の緊急事態宣言に切り替わり9月30日まで延長となる。
この間の例会は、クラブ会報・IT 委員会を中心に、
ZOOM使用してのオンライン例会にて開催した。実施す
るには、2回のトライアル例会を行い不慣れな会員の指
導を行い、本稼働を 8月 19 日にスタートし、9月 30 日
までの例会をオンラインで行った。また、年度後半には
「まん延防止等重点措置」が発出されたが、例会をスクー
ル形式での対面で行うなどで休会を避けた。

・7 月  第 90 回湘南ひらつか七夕まつりが、2 年連続で   
中止となる。
・7月 15 日　ガバナー公式訪問が、地区で一番最初に行
われた。
・7月 29 日～ 9月 30 日　ZOOMでのオンラインでの例
会を実施。

・9 月　企業訪問は、コロナの影響で 12 月 9 日に延期
1 年遅れで 7 月 23 日から東京オリンピックが無観客で
の開催。金 27個、銀 14個、銅 17個で史上最多の 58個
のメダルを獲得。リオデジャネイロ大会の41個を大きく
上回った。
・10 月　ロータリー奨学生に 2名の推薦を行う。
地区奨学生：佐藤祐奈 ( 慶応大学院 )、ロータリー
奨学生：東海林万里江 ( 法政大学 ) 残念ながら、奨学生
の選考に外れる。佐藤祐奈さんのお父様は、偶然にも三
荒委員長の同級生とのことで驚き。
・10 月 9 日　鳥山優子ガバナー補佐を中心に第 8グルー
プ合同での「ポリオデー」コロナ退散・ポリオ撲滅祈願
とキャンペーンを行う。

・11 月 19 日　元吉クラブ研修委員長を中心に第一回「新
入会員研修」を開催
・12 月 9 日　高橋 ( 賢 ) 職業奉仕委員長を中心に企業を
招いての「企業訪問」をジュピターショップチャンネル
様に例会に出張してもらう形式で実施。
・12月 23日　今年度初の夜間例会での「クリスマス家族
例会」を行う。会員限定での実施。
・1 月 6 日　新年初例会の相山プログラム委員長を中心
に「ニューイヤーコンサート」を開催。

・2月 2 日、北京で冬季五輪が開催
・2 月 5 日　8 グループ合同「ロータリー奉仕デー」を
You Tubeでのオンラインにて開催。テーマ：「多様な人々
とのであいとつながり ～奉仕の原点に戻ろう～」

第一部：講師 ピクトグラム第一人者 太田幸夫氏
第二部：HANDSIGN手話パフォーマンスをラスカホール
　　　　で実施。

2月 14 日、まん防の延期発表　3月 16 日まで

・2月 24 日　ロシアがウクライナに侵攻を開始。ウクラ
イナが応戦し戦闘状態となる。
・3月に予定していた、第 70回平塚市少年少女マラソン
大会が、3年連続で中止となる。
・4月 8日　地区の支援決定に基づいてクラブ会員全員で
ウクライナ国民支援の義捐金をまとめて、300,000 円を
地区に送金する
・4月 14 日　クラブ研修員会による第二回「新入会員研
修」を開催
・4月 29 日　地区研修協議会において2020-21 年度「RC
賞」初受賞、「Every Rotarian,Every Year」及び「100％財
団寄付クラブ」として表彰、「END POLIO NOW」感謝状
が贈られる。
・5月 12 日　瀬尾親睦委員長を中心に JTB 宮下会員の協
力により、春の家族会「東大阪モノづくりオンラインツ
アー」を実施

・5月 19 日　創立 65 周年記念例会を挙行 (２月 17 日か
ら延期 ) ロータリー財団・米山記念奨学会、平塚市みど
り基金への記念寄付を行う。
・平塚ロータリー文化奨励賞を真田与一の郷づくり協議
会会長　陶山豊彦氏に授与
・第二部記念講演は、立川志遊師匠を招いて源平盛衰記
外伝 石橋山の合戦『相模武士 ( もののふ ) の誉～真田与
一編～』を鑑賞

・6月 9日　かながわ湘南 RC　高木直之会員によるポー
ランド RCの人道支援報告の卓話を開催
・6月 16 日　親睦委員会担当の「新会員歓迎会」を開催。
新会員：下平昭彦会員、中谷啓秀会員、青木薫会員、下
里幸平会員、山本恵会員の 4名

　以上で 2021-22 年度の事業を振り返りましたが、私は
仕事の関係で平塚に移り住んで 34 年、当初は株主会社
からの出向で 3，4年ぐらいかなと思っておりました。

平塚ロータリークラブ
会長　柏手茂

しかし、思わぬ経緯から人生の半分以上をこの地で過ご
すこととなりました。そして、平塚RCで素晴らしい経験
をさせていただき、会長として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と目指してきま
した。実際にそのようにできたかは、少々不安ではあり
ますが、1年間ありがとうございました。
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卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 2名

ゲスト 2名

ビジター ０名

6月30日(木)
7月07日(木)

委員会報告・地区委員会報告

今週のお祝い

誕生日祝い・・・元吉裕員会員
結婚祝い　・・・飯塚和夫会員、市川雅範会員

休会（定款による）
22-23年度第一例会

本日のスマイル 39名

現在ございません。

◎本日は21-22年度柏手年度の最終例会となり、来週は
　休会です。
　次回は 7月 7日（木）12 時 30 分より 22-23 年度清水
　雅広年度が始まります。お間違えの無いよう、ご出席
　をお願いいたします。

幹事報告

クラブ会報委員会　◎ 平井 敬規　○ 関口 幸恵　菅沼 久志　松本 崇

清水雅広会員、常盤卓嗣会員

平塚公証役場　公証人　　市川祐一様
NTT 東日本 - 南関東　神奈川西支店　副支店長　丹治淳子様
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・2月 24 日　ロシアがウクライナに侵攻を開始。ウクラ
イナが応戦し戦闘状態となる。
・3月に予定していた、第 70回平塚市少年少女マラソン
大会が、3年連続で中止となる。
・4月 8日　地区の支援決定に基づいてクラブ会員全員で
ウクライナ国民支援の義捐金をまとめて、300,000 円を
地区に送金する
・4月 14 日　クラブ研修員会による第二回「新入会員研
修」を開催
・4月 29 日　地区研修協議会において2020-21 年度「RC
賞」初受賞、「Every Rotarian,Every Year」及び「100％財
団寄付クラブ」として表彰、「END POLIO NOW」感謝状
が贈られる。
・5月 12 日　瀬尾親睦委員長を中心に JTB 宮下会員の協
力により、春の家族会「東大阪モノづくりオンラインツ
アー」を実施

・5月 19 日　創立 65 周年記念例会を挙行 (２月 17 日か
ら延期 ) ロータリー財団・米山記念奨学会、平塚市みど
り基金への記念寄付を行う。
・平塚ロータリー文化奨励賞を真田与一の郷づくり協議
会会長　陶山豊彦氏に授与
・第二部記念講演は、立川志遊師匠を招いて源平盛衰記
外伝 石橋山の合戦『相模武士 ( もののふ ) の誉～真田与
一編～』を鑑賞

・6月 9日　かながわ湘南 RC　高木直之会員によるポー
ランド RCの人道支援報告の卓話を開催
・6月 16 日　親睦委員会担当の「新会員歓迎会」を開催。
新会員：下平昭彦会員、中谷啓秀会員、青木薫会員、下
里幸平会員、山本恵会員の 4名

　以上で 2021-22 年度の事業を振り返りましたが、私は
仕事の関係で平塚に移り住んで 34 年、当初は株主会社
からの出向で 3，4年ぐらいかなと思っておりました。

しかし、思わぬ経緯から人生の半分以上をこの地で過ご
すこととなりました。そして、平塚RCで素晴らしい経験
をさせていただき、会長として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と目指してきま
した。実際にそのようにできたかは、少々不安ではあり
ますが、1年間ありがとうございました。

◯鳥山ガバナー補佐
　新たなクラブが認証されました。 
　かながわ DEI ロータリークラブ ( 第 3 グループ ) とし
　6月 6日に認証されました。 初代会長・幹事は、神谷
　一博会長 ( 湯河原 RC）小倉高代幹事 ( 湯河原 RC)、会
　員数 22 名となります。

誕生日祝いを柏手会長より
受け取られた元吉会員

7月 1日でご栄転される事に
なりご挨拶される志村拓会員

柏手会長より今年度の鳥山ガバナー補佐へ労いの花束贈呈

今年度の柏手会長と米山俊二幹事へ
清水雅広会長エレクトと小林次年度幹事より花束贈呈


