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御殿場
ロータリークラブ
第2601回 例会プログラム
●例 会 場／東山荘講堂
●開 会 点 鐘／12：30 ●国 歌 斉 唱

週報
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●会員誕生日／７月１日
●夫人誕生日／７月１日
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●ロータリーソング／我等の生業
●内
容／会長・幹事・ＳＡＡ挨拶
会長・幹事・ＳＡＡ

対策の原案を作成くださいました。理事会で審議しこ

会 長 挨 拶

れを採択して、
『例会での感染予防対策の基本方針』
とすることを決議いたしました。

勝 又 博 文

『感染予防対策の基本事項』は、以下の８項目であ
ります。１．３密（密閉・密集・密接）の回避
常時室内の換気

御殿場ロータリークラブの会員

３．アルコールで手指消毒

２．

４．マ

の皆様、お久しぶりでございます。会員の皆様の笑顔

スク常時着用

５．しばらくの間、例会での食事は無

に出会えて、懐かしさと嬉しさで胸がいっぱいでござ

しとすること（飲み物は用意） ６．短時間での例会

います。今日は本年度の最終例会となります。

開催

７．発熱・倦怠感・咳などの呼吸器症状などの

感染の疑いがあるときは出席を控えていただくこと

数カ月に渡る巣ごもり生活で、人との接触を避ける
生活に耐えてきましたが、誰もが鬱状態になるほど心

８．新型コロナウイルス感染者との濃厚接触の場合は

が不安定になっていたのではと思います。これほど文

症状がなくても例会出席を控えていただくこと

明化された社会が、一気に変わっていく恐ろしさにた

具体的事項については、この後斎藤幹事が説明いたし

じろぎを感じたのではないでしょうか。緊急事態宣言

ます。
これからは、ウイルスとの長い戦いを見据え、暮ら

が解除され、少しずつ普段の日常を取り戻す段階と
なってきましたが、まだワクチンが完成しておらず、

しや働く場での感染拡大を防止する習慣、つまり『新

治療法が確立していないという状況であり、今も感染

しい日常』が定着した社会を構築することが、必要に

者は全国で発生しております。これから第二波・第三

なってきました。クラブ例会も、少し煩わしいことが

波の感染拡大が懸念されております。

多くなりますが、高齢の会員や持病

この様な状況の中、国際ロータリーは、2020年４

のある会員にも配慮したウイルス感

月の理事会において、
「ウイルス流行のため出席した

染予防対策を講じて、例会を行って

くないと感じるいかなるロータリー参加者に対しても、

まいります。
会員の皆様のご理解とご協力をお

直接顔を合わせる会合や行事への出席が義務づけられ

願い申し上げます。

ないものとする。」との決議が採択されました。これ
りました。御殿場クラブは、先日の理事会で、例会欠
席者がクラブ会報とクラブのホームぺージを閲覧する
という事を条件に、出席とすることを決定いたしまし
た。
また、医療関係者である斎藤幹事が緻密な感染予防
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により、当分の間、会員の例会出席への義務はなくな
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6/25のスマイル
１年間ありがとうございました。
勝又博文会長、斎藤 衛幹事

次 回
７月９日の
例 会

★東山荘講堂 ★12：30点鐘
★５大奉仕委員長所信表明
クラブ奉仕委員長 橋本喜市君
職業奉仕委長 高村繁男君
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一年を顧みて
会 長

勝又博文
７/４の例会からスタートし34回の例会を開催いたしました。本
日の例会をもって今年度の活動は終了となります。この１年間は、
私にとりましても、伝統ある御殿場ＲＣ会長として追われるような日々でしたが、刺激的
で充実した時間でございました。この間、クラブ会員の皆様には、多大なご指導とご協力
をいただきましたこと、まずもって心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
当初、東京オリンピックが開催されるまでの活気にあふれた躍動的な一年になると期待
しておりましたが、よもや新型ウイルスに怯える年になろうとは予想だにしませんでした。
２/27の例会より15週に渡り例会を休止し、観桜会・早朝例会・一泊例会を中止としたこ
とは、なんとも残念であり心苦しい限りであります。地区におきましても、ＰＥＴＳ・地
区研修協議会が中止になり、全てのロータリー活動が休止したことは、クラブ創立以来前
例のない出来事でした。これからクラブをどうするか暗中模索の日々でございました。
私は今年度最初の例会で、
『ロータリーライフを楽しもう』をテーマに掲げさせていた
だき、具体的に三つの目標を設定いたしました。それは、１．クラブ例会の内容をいっそ
う充実させる

２．クラブの戦略計画を作成する

３．会員増強に努める

でございます。

クラブ会員の皆様、例会を、ロータリーライフを楽しんでいただけましたか？

私は、

総体的にみて、例会は緊張感をもって行われ、友愛に満ちた心安らぐ特別な時間となるよ
う、全ての委員会が協力しあって運営されていたと感じております。
ただ、残念なのは例会休止のために、根上眞一チームリーダー率いる「クラブビジョン
策定プロジェクトチーム」と、勝又洋委員長率いる「定款・細則検討委員会」が今年度中
に成果を取り纏めることができなくなったことでした。幸いにも、次年度においても同じ
メンバーにて引き続き継続して活動し、所期の目的を果たすことを了承いただきましたこ
とは、何より嬉しい限りであります。また、勝又誠委員長率いる会員増強委員会が中心と
なり、菅沼良将君と中溝敬之君の２名の有能な新会員を迎えることができましたことは、
来期への明るい光となりました。
新型コロナウイルスによる４カ月に渡る休会があったとはいえ、それそれの会員がそれ
なりにロータリーライフを楽しんでいただき、テーマに向かってご努力いただいたという
ことで、今期掲げたテーマは半ば達成できたとしてお許しいただきたいと思っております。
最後に、雑事を一手に引き受け熱意をもって私を支えてくださった名幹事

斎藤衛君と

的確に会計処理をしていただいた秋田敬君にも、この場を借りて心から御礼と感謝を申し
上げたいと思います。
また、会員の皆様には、次期年度におきましても、臼井会長と秋田幹事に対して、私ど
も同様のご支援をいただけますようお願い申し上げて、最後のご挨拶といたします。
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幹 事

斎藤

衛

１年間、皆様にはいろいろお世話になり、誠にありがとうござい
ました。重要事項を再度記載します。
まず地区ですが、
①奉仕に関する地区委員会を「奉仕委員会」として統合しました。当クラブでは従来のま
まですが、高齢化などを考えると検討の必要があります。
②新規事業の複数クラブによる合同奉仕事業（１事業５〜10万円）は次年度の課題とさ
せていただきました。
③地区委員が各クラブから卓話講師に招かれた際の交通費が予算化され、２月２０日ロー
タリー財団委員大澤能孝様を卓話にお呼びしました。
④ガバナー月信・各種報告書・ハイライトよねやまは電子配信となりました。他クラブか
らの週報送付もすべて電子メール、当クラブも週報郵送は中止しました。さらに４月に
は国際ロータリー理事会で感染対策として「オンライン対応を強く奨励」が決議されま
した。
次に規定審議会の決定ですが、
①メークアップは同じロータリー年度内。
②職業分類の制限が廃止。
③クラブ人頭分担金が毎年増額。
また国際ロータリー理事会で「ウイルス流行のため出席したくないと感じるいかなる
ロータリー参加者に対しても、直接顔を合わせる会合や行事への出席が義務づけられない
ものとする。」と決議されました。
最後に幹事の職務として、
①「承認」としか書いてないと内容がわからない、とのご要望がありましたので、理事会
議事録と幹事報告をできるだけ詳しく書くようにしました。
②ほかの役員の協力もあり連絡はほとんど電子メールで行いました。クラブのメールアド
レスから、自分宛てに自動転送したことが大変便利でした。スマホでもメールの読み書
き、外出先でもクラブの仕事をこなすことができます。メールを見ればほとんどすべて
の情報が取り出せるので、書類を持ち歩かないでも済みます。
③理事会では事前に資料を送付しました。
今後役員を担当される方は参考にして下さい。
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一年を顧みて
ＳＡＡ

小早川 豊 一
一年間例会運営に関して会員皆様のご協力に感謝いたします。
年度当初にお願いした、昨年度からの持ち越しの課題も難なく前期に於いてクリアーで
きました。後期に於いては例会進行の時間配分に関して若干不自然さが残りましたが、新
型コロナ禍のため未消化に年度を迎えてしまいました。
ＳＡＡの役目とはいえ厳しい言葉を発することもありましたが、今期最終例会を迎えら
れたことに、あらためて感謝いたします。
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2/20のメーキャップ

6/25の出席報告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席者数

暫定出席率

前々回の
確定出席率

56名

50名

45名

90％

100％

欠席者（５名）

２月11日

北海道Ｅクラブ

勝又

洋君

稲葉博之君・神谷高義君・長田富夫君
鈴木榮一君・山内強嗣君

※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

司 会
出席報告
新会員
新会員
勝又 厚君 大胡田明寿君 中溝敬之君 菅沼良将君

会員誕生日

勝間田太住君

秋田悦夫君

内海宣彦君

勝又敏雄君

皆出席の皆様

勝又

淳君

長谷川雅也君

滝口喜徳君

勝又

厚君

池谷正徳君

長島和彦君
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戸栗太平君

２月25日 長田 富夫君

５月23日 斎藤

衛君

３月 ９ 日 鈴木 善明君

５月23日 渋谷

一君

３月11月 秋田 悦夫君

５月23日 山﨑伊久雄君

３月11日 豊山

篤君

５月26日 勝又 博文君

３月22日 勝又

厚君

５月30日 石川 又英君

３月28日 斉藤 礼志君

６月 １ 日 勝又 安彦君

４月19日 神谷 高義君

６月 １ 日 山内 強嗣君

４月23日 大胡田明寿君

６月 ７ 日 勝又

淳君

４月24日 稲葉 博之君

６月 ７ 日 長田

崇君

４月28日 長谷川雅也君

６月 ９ 日 井上

元君

４月28日 鎌野 篤志君

６月12日 勝間田太住君

５月16日 久保田勇輝君

６月29日 長島 和彦君
臼井
秋田

良太
敬

鈴木

善明

