
　こんな状況でなければ気づかない事が多々ございます
が、今回この会報にたくさんの方にご協力いただきありが
とうございました。今までは各例会の報告がメインとなっ
ていましたが、定期的に会員皆様の報告や会社の宣伝な
ど取り入れたら面白いと感じさせていただきました。この
会報にはまだまだ秘めた可能性があると存じております。

　例会が中止になり２ヶ月が過ぎようとしております。２ヶ月
も経つと生活習慣も少し変わったのではないでしょうか？
ほぼ外食がなくなったり、休日の過ごし方や、出勤時間、
通勤手段の変化など多々あったことと思います。

　つい先日まで満員電車で出勤し、夜は皆さんと杯を共
にし、休日はゴルフや家族と映画や遊園地などで過ごす
ことをあたり前のようにしておりましたが、今では貴重な
時間だったと感じてしまいます。しばらくは、集団より個の
時代になっていくと感じております。ほんの些細なことも
色々な考えで大きく変わってしまうのは少し残念だと思っ

ております。考えの格差には十分注意していこうと存じて
おります。

　少し当社の事をお話させていただきます。先日の週報
にも記載させていただきましたが、５月の目標には全く届
かず四苦八苦しておりますが６月以降は少しずつですが
改善の兆しも見えてきており、国内回避の物件も多数あり
少しほっとしている所です。しかしその先は世の中がどん
な動きになるのか予想もつかず、危機感を強め頑張ってま
いります。

　緊急事態宣言解除はこの会報が皆様に届くころには
徐々に始まっているかもしれませんが、引き続き予防に徹
していただきたく宜しくお願い申し上げます。

緊急事態宣言の解除後も
予防に徹し、新しい生活様式の中
皆さんとの再会を楽しみに
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●5月も例会は休会となっております。
　・5/27  [第2651回] 休会
●6月の例会は決まり次第お知らせいたします。
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［ガバナー事務所より］
ガバナーよりメッセージが届いております。
　新型コロナウイルスによる感染は爆発的な拡大にはいたっていな
いものの、終息への道筋が見えていません。そのため緊急事態宣言
は引き続き5月末まで延長をされました。神奈川県の感染者数は全国
で3番目となっており、8の特定警戒都道府県に入っています。不要不
急の外出自粛や様々な活動の制限はなおも継続されることとなりま
した。そのため、神奈川県の諸施設は8月末まで、貸出は休止になりま
した。県内の市町村の会議室等の諸施設についても、6月末または8
月末までの使用は不可能の状況になっています。
　このような状況下、ロータリーの活動はどうなっているのでしょう
か。ガバナー月信5月号のガバナーメッセージでも報告させていただ
いた新型コロナウイルスに対して貢献をしている医療従事者に保護
具（Personal Protective Equipment : PPE）としてフェイスシールド
を贈呈するというPPEプロジェクトは、15日に神奈川県および県医師
会に贈呈式を行うことができました。このプロジェクトに賛同をした
第2590地区（横浜・川崎）と合同で神奈川県内の医療現場にフェイス
シールドを当地区の2万セットと併せて4万セットを寄贈することがで
きました。寄贈式では、神奈川県の首藤健治副知事に目録をお渡しし
ました。
　また、クラブが行う「新型コロナウイルス対応プロジェクト」支援に
ついては、数クラブからプロジェクト希望が寄せられています。5月22
日の締切となっています。ぜひ、クラブの皆さまのプロジェクト参加を
お願いいたします。
　地区の会合、委員会は2月後半から開催ができない状況となって
います。一部においてZoom委員会開催が始まっています。年度終了
まで2か月を切りました。今年度委員会のまとめに入っていただくよう
お願いをするしかないと思っています。
　4月末から5月初めにかけて、オンラインPETSにおける各グループ
のガバナー補佐とクラブ会長のZoomセッションに、いくつか参加を
させていただきました。思った以上にオンライン会合の可能性を確認
いたしました。ぜひ、クラブにおいても、オンラインでの理事会、例会
を取り入れていただくことを強く推奨いたします。オンラインセッショ
ンのなかで、各クラブが例会を開催できない、活動が停止している状
況を確認させていただきました。クラブ例会も開催ができないこと
で、クラブにとって最も大事な会員との交流、コミュニケーションが図
れていないことです。そのことは、今後のクラブの活動への不安、ま
た、クラブ内において、飲食・宿泊・交通・観光等に関わる会員から休
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会や退会の声が聞かれてきているとのことでした。これらのことは、
今年度ガバナー補佐からも報告を受けております。
　年度末には例年において多くの退会者が出ます。今年度は、とり
わけ厳しい経済状況になっていくことは間違いないことから、例年に
比べて退会者が大きく増加するのではないかと危惧しております。地
区として、クラブとして、対応を考える必要があるのではないでしょう
か。地区においては、会員の負担の軽減を図るために、次年度に限
り、地区分担金を見直します。今年度の事業ができなくなった経費や
次年度の青少年交換事業が中止となったこと、加えて地区経費の見
直しをすることを久保田ガバナーエレクトと検討をいたしました。改
めて、ガバナーエレクトから次年度予算の修正があると思います。し
かしながら、地区としての活動は減ずることなく、進める予定です。
　クラブにおいては、ロータリー活動がほとんど休止しており、会員
とのコミュニケーションがとりづらい状況ではありますが、年度末の
会員維持、退会防止について、いつにも増して力を入れていただく必
要があると考えます。退会や、今後に不安を抱いている会員の把握
に努め、極力遺留することが大事であると思います。また、会員種類
の多様化について、クラブ細則で規定することができます。クラブ会
員の種類は正会員および名誉会員の2種類となります。しかしなが
ら、例外規定を使い、クラブはクラブ細則で規定することによって、他
の会員の種類を設けることができます（標準ロータリークラブ定款第
8条）。また、標準ロータリークラブ定款の第7条：会合・第1節－例会、
第10条：出席・第5節－出席既定の免除、第7条－例外等の規定を参
考にして、クラブとして会員種類を多様化することによって、出席規定
を緩和したり、会費を抑えた会員を創設することで、退会を防ぎ、会
員を維持することが考えられるのではないでしょうか。この件でご質
問やご相談があれば、地区に申し出ていただければと存じます。
　この新型コロナウイルスとの戦いは今年中に終息することはない
でしょう。この新型コロナウイルスに感染しないこと、そしてロータ
リーの活動をすすめていきましょう。

●2020-21年度地区委員会・副委員長ご就任委嘱のお願いが届いて
　おります。
　2020-21年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱のお願い。
　パストガバナー/地区顧問委員会 委　　員　濱田勝彌様
　地区クラブ管理運営委員会 　　　　 副委員長　東　　学様　
　地区会員増強・会員維持委員会　 副委員長　堂前慶之様
　地区公共イメージ委員会  委　　員　濵尾ゆかり様
　国際奉仕委員会   委　　員　外谷正人様
　青少年交換委員会                      　　 委　　員　東井重和様
　職業奉仕委員会   委　　員　田村貴寿様
   米山奨学・米山学友委員会          　　 委　　員　萩原庸嘉様

●2020－21年度月信配信に関するアンケートが配信されております。
　次年度の月信の配信方法について、当地区ではペーパーレス化を
　目指し、できるだけデータ配信に向けていきたいと考えております。
　各クラブのご希望についてアンケート方式でお伺いいたします。
　締切：5/29(金)

［伊勢原平成ロータリークラブより］
●伊勢原平成ロータリークラブ創立30周年記念式典「中止」のご案内
　が届いております。



　伊勢原ロータリークラブの皆様におかれましては、日ごろ
から本市の市政運営の推進にご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。また、昨年には市内中学校に防犯カメラを寄
贈いただくなど、様々な活動を通じて、地域社会に多大なる
ご貢献をいただいており、東井会長をはじめ会員の皆様方
のご尽力に深く感謝を申し上げます。
　さて、政府より緊急事態宣言が発令されてから新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を防止するため、外出を控えていただ
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16 くなど、様々な自粛や感染予防対策にご理解とご協力をいた
だいております。市では対策本部を設置し、感染症の拡大防
止に向けた取り組みを進めており、皆様のご協力により減少
傾向で推移しておりますが、未だ予断を許さない状況です。
　市としては、市民の生命と健康を守ることを最優先に、市民
にとって必要な施策を実施するという基本姿勢のもと、手指
消毒できる次亜塩素酸水の配布などの感染拡大防止のため
の取り組みや、休業等にご協力をいただいた事業者の方々
への協力金の上乗せなど、感染拡大の影響を受けた地域経
済等の支援のための取り組みを進めているところです。さら
に、検査体制の強化を図るため、秦野伊勢原医師会のご協力
のもと、ＰＣＲ集合検査場を平塚保健福祉事務所秦野セン
ター及び秦野市と連携して設置する運びとなりました。安全で
安心できる暮らしを取り戻すため、一日でも早く感染を収束さ
せ、再び拡大させない取り組みが必要であると考えています。
引き続き、「３つの密」のある場所を避けていただくとともに、
基本的な感染症対策である「人と人との距離の確保」「マスク
の着用」「手洗い」などを徹底していただきますよう、改めて
お願いいたします。
　今後も感染の状況を注視し、市民の皆様が平穏な日常に
戻れるよう市民生活や地域経済の支援に取り組んでまいり
ます。
　最後に、皆様にはご不便をおかけしますが、感染症予防と
並行して、ご家族様の健康維持にご留意いただき、引き続き
ご理解とご協力をお願いいたします。

伊勢原市長
髙山松太郎
名誉会員

　皆さまお疲れさまです。大変な世の中になっておりますが、
いかがおすごしでしょうか？
　新入会員として10月に入会をさせていただき、少しずつで
すが例会にも参加させていただき、雰囲気を感じながらこれ
からという時にこのような事態になってしまいとても残念でし
かたありません。
　4月1日に卓話の機会もありましたが残念ながら中止になっ
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17 てしまいました。改めて弊社の簡単な紹介をさせていただけた
らと思います。
　2010年2月に立ち上げ、なんとか丸10年になりました。
前職でエステサロン・美容室に向けての美容機材等の製造輸
入販売をしていた事を生かして当初は化粧品・美容器等の販
売を主に販売をしておりましたが、なかなか思うようにいかず、
たまたま知り合いを通じて「水素」に出会い、自分自身で試し
たところ良い結果が表れました。水素の特徴は「老化」・「病気」
の原因となる活性酸素を取り除く事です。もちろんエビデンス
があり、一日に取る量をカプセルにいれなければなりません。
ドラックストア等で販売している「なんちゃって」では継続は不
可能です。そこで健康食品として「本物」を美容業界に届けよう
と考え営業しました。
　その後は美容関連としてダイエットサポートのサプリを作
製、飲めば痩せるなんて不可能です、こちらはあくまでダイ
エットをサポートするサプリです。
　もう一つは若返りサプリです、こちらはHGHという成長ホル
モンを促すサプリです。歳と共に分泌されなくなり、これにより
老化はもちろん筋肉の低下、集中力・気分、免疫力・基礎代謝
等の低下があらわれます。このような老化ををサポートするサ
プリです。
　宣伝のようになってしまいましたが、これからもお客様が喜
んでいただけるモノだけを作っていきたいと思っております。
　ロータリーの皆様、お身体気をつけて、元気で明るく少しで
も早くお会いできる事を楽しみにしております。

和田　毅会員



　諸先輩の皆様、お元気でしょうか？
　５月は茶商にとっては新茶の季節で稼ぎ時ではあるので
すが、コロナ自粛が直撃し、ギフトが全然動かないですね。コ
ロナ後の世界はどの様になってしまうのかなぁと思います。
政府も新しい生活様式という言葉を使っていますが、人と直
接会う事が奨励されない世の中になってしまうのでしょうか？
こんな事を考えていると、小売業というのは、そもそもを考え
なければならない時期に来ていると痛感しています。商売の

Message

18 基本は、お客様のニーズに応えるとするならば、お茶だけで
はない軸、売り方も考えていかなければならないと感じてお
ります。ぜひロータリーの諸先輩のお知恵をお借りしたいと
思っております。
　新しい事としては、先日も卓話でお話ししたSDGsに関する
一般社団法人を立ち上げることになりました。「社会課題に
対して、あらゆるパートナーと連携し、ビジネスという手法を
通じて、新しい価値を生み出し解決をする。」 という、SDGsを
企業経営にどう取り入れるのが良いのかを研究発信する団
体です。
　内閣府の推進する「価値デザイン社会」や「経営デザイン
シート」とも連携をしながら、SDGs文脈において、
1：他企業との「脱平均」的事業の再定義（SDGsマッピング）、
2：持続可能にするための「共感」を集める仕組み
　（SDGsストーリーメイク）、
3：社会課題解決を通じた、異業種との「分散と融合」
　（SDGs企業プラットフォームとイノベーション）
が出来ればいいなと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします！

加藤 宗兵衛会員

前週の週報にも記載させていただきましたが、市内飲食店の応援プロジェクトである「ISEHARA EATSテイクアウト即売会
VOL.6」が5月24日に開催され、照国さんご協力の元、また当日は夏日を思わせる快晴の中、たくさんのご来場者にお越し
いただき無事終了しましたことをご報告いたします。 当日はRC会員の皆様の応援もあり、大変でしたが楽しい時間となり
ました。今後は飲食店とも話し合いながらですが、コロナの影響下で発見した新しい取り組みや横の繋がりを大切に、自粛
解除後の復活祭として、鳥好さんやセゾオン佐藤さんにも声をかけ、楽しいイベントを考えています。その節はご連絡します
ので、今しばらくお待ちください。

［参加店舗］・串焼 串　仲（50食）
・中華 眞好味（50食）
・tinpanキッチン（32食）
・和膳 照國（約100食）
・海船（約60食）

［サポート会員］・村山さんご家族
・松下さんご夫妻
・和田さんご夫妻
・天野さんご夫妻
・築城さんご夫妻

・田中さん
・土屋さんと娘さん
・井戸川さん
他にもご来場いただいた会員の皆様
ご挨拶できず申し訳ありません。
ありがとうございました。

・GEN（20食）
・風海（10食）
・鉄板焼ゴーゴー（40食）
・小沼酒店（ノンアル甘酒17食）

うまいものテイクアウト

照國さん駐車場でのISEHARA EATS
テイクアウト即売会第6弾のご報告です


