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2020-2021 年度

第 2679 回例会
令和 2 年 12 月 9 日 (水) 曇り

RI 会長／ホルガー・クナーク
地区ガバナー／久保田 英男（鎌倉 RC）
会長／築城 忠生
幹事／天野 耕一郎
会報委員長／田村 貴寿

会長挨拶

©

点鐘

築城 忠生 会長

ロータリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト 仙波史生会員

司会

田中 徹 会長エレクト

今後の予定

2020-2021 年度／築城 忠生会長
今日は多くの方にご出席いただいております。ありがとう
ございます。12 月も中旬に入ろうとしています。今年も後
22 日となり、時が経つのは早いと感じています。例年です
ちゅう
と皆様方は忘年会や年末の挨拶回りでお忙しい時だと思い
ますが、今年はそのような行事がないので、私自身は呑気に
過ごしているような気がします。コロナの影響で時間が止
まっているような年の瀬を感じます。反面、医療崩壊、ワク
チンの予防と瀬戸際を迎えています。歴史的にも後から考
えると大変な時期だったと残るのではないかと思います。
皆様も感染には十分お気をつけください。
今日は年次総会と言うことで、次年度の理事、役員を選出選
挙いたします。また定款の変更の承認も頂きたく、更に戦略
計画の承認も併せてお願いします。今年はコロナ禍で秋に
沢山予定されていた奉仕事業がほとんど出来ませんでした
が、その分定款や戦略計画にじっくり向き合う時間ができ、
しっかりとした定款や戦略計画ができたと思っています。
今日はまた新しい試みをしました。ハイブリッド例会と言
います。実例会とリモート参加者をつなげてスクリーンに
映して例会を行います。IM もこの形式で行いますので、そ
の予行演習も兼ねています。コロナ禍で少しでも例会出席
率を上げたいとの思いから、この取り組みになりました。宜
しくお願いします。

スマイル報告

礒﨑貴史／スマイル委員長

築城忠生君、田中徹君、東学君、濱田勝彌君、荒巻哲朗君、
飯田隆三君、井戸川秀治君、東井重和君、
、渡邊健樹君、
外谷正人君、田村貴寿君、加藤桂君、秋山哲也君、大垣真一君、
間壁みみ君、礒﨑貴史君
[会員誕生祝い]
大澤守門君、渡辺有一君
[配偶者誕生祝い] 荒巻哲朗君、東井重和君、山田昌紀君
[結婚記念祝い]
井戸川秀治君
[入会記念祝い]
松下孝君、佐藤美成君
[創立記念祝い]
戸田裕士君、高橋研君

・12/16 [第 2680 回] 休会(クリスマス例会中止)
・12/23 [第 2681 回] 特別休会
・12/30 [第 2682 回] 特別休会
・1/6
[第 2683 回] 休会(3RC 合同例会中止)
・1/13
[第 2684 回] 会長卓話
・1/20
[第 2685 回] 休会
・1/23(土) [第 2686 回] I・M 伊勢原シティプラザ
・1/27
[第 2686 回] I・M 振替休会

幹事報告
★ガバナー事務所より
・2020-2021 年度地区補助金の追加募集についてお知らせが配信さ
れております。
参加資格クラブは、新型コロナウイルス対応緊急地区補助金支給
クラブ、2020－2021 年度地区補助金支給・実施クラブを除いた
第 2780 地区内のクラブ、となります。
・2021 年台北国際大会についてのご案内が配信されております。
現行の 12 月 15 日までの割引登録料が、2021 年 2 月 15 日まで
延長されることとなりました。開催については、来年 1 月末の RI
理事会にて再度検討されます。(本日現在は開催予定)
・My ROTARY のリニューアルに伴う修正中の問題についてお知ら
せが配信されております。
★一般財団法人 比国育英会バギオ基金より
第 42 回バギオ訪問交流の旅についてお知らせ・2019 年度事業
報告書・ご寄付のお願いが届いております。
★伊勢原市商工会より
令和 3 年 四団体共催役員賀詞交歓会中止のお知らせが届いてお
ります。

出席報告

堀口雅巳／出席副委員長

会員数

出席計算に用いた数

53

52

出席者数
34
MAKE UP

[事後 MUP]
外谷 正人君→奉仕プロジェクト合同委員会
濵尾ゆかり君→地区公共イメージ委員会

出席率(％)

前々回修正出席率(％)

65.38
(％) (％)

55.76

御礼
伊勢原 RC 事務局がお世話になっている
横浜銀行伊勢原支店へ御礼
高橋研 支店長

委員会報告
＜大澤守門/親睦委員長＞
[スペシャル X'mas ディナーセット]
照國さんでの通常例会は中止となりましたが、
X'mas をご家庭で楽しんでいただくために、
会員の皆様にご協力頂き、
『スペシャル X'mas ディナーセット』を配布します。
大変お手数ですが、指定の場所・時間にて
受取りいただけますようお願いいたします。
▪️受取り場所：和膳 照國
▪️受取り時間：16：00〜18：00

＜和田毅/ゴルフ同好会幹事＞
[第 3 回ゴルフコンペ]
1 月 28 日(木) 平塚富士見カントリークラブ
ご参加お願いいたします。
＜山田昌紀/R 財団委員＞
[財団寄付]
1 口のご寄付をいただきました。

クラブ年次総会
次年度理事役員選出選挙 築城忠生会長
次年度の理事役員の選出・選挙のご確認をいただきます。
また、定款及び戦略計画のご承認を頂きます。
先ずは、次年度の理事役員の報告をさせて頂きます。
細則により、東井直前会長、堂前パスト会長、井戸川パスト会長、田中エレクトと私（築城会長）で 9 月に指名委員会を設置
いたしました。9 月に 2 回の話し合いを持ち、次年度の副会長（次々年度会長）を選出致しました。
次年度副会長 須藤宜弘君
今年度会長ノミニー（次々年度会長） 東学君
次年度幹事 田村貴寿君
次年度会計 小泉隆一郎君
次年度無任所理事 松下孝君、村上一秋君、堂前慶之君
皆様のご承認を頂きたいと思います。
→満場一致で承認
今年度会長ノミニー（次々年度会長）挨拶
東学君
一年は早いもので、年が明ければ田中さんが次年度の準備に入られます。来年の今頃は私も準備に入らなければならず、大変
な時期だと思います。後 1 年あります。準備で 8 割方その年の結果が決まりますので、この 1 年間で準備を頑張りますので
よろしくお願いします。
次年度副会長挨拶
須藤宜弘君
選出して頂き、ありがとうございます。今年でロータリー歴 32 年目になります。ここ 10 年は他の会の会長をしていて、中々
例会に出られませんでしたが、田中さん、東さんと協力して頑張りますので、宜しくお願いします。
会長エレクト（次年度会長）挨拶
田中徹君
早いもので、年が明けて 7 月にはもう会長の席に座ることになりました。次年度の体制についてお話しします。
理事は会長 田中徹、会長エレクト 東学さん、副会長 須藤宜弘さん、奉仕プロジェクト 築城忠生さん、無任所理事 松下孝さ
ん、村上一秋さん、堂前慶之さん、幹事 田村貴寿さんです。そして役員はこのメンバーに、会場監督の井戸川秀治さんを加え
た体制で次年度の運営を行っていきます。戦略計画に基づいて、クラブ計画を立てていきたいと思います。今年、築城年度は
未曾有の災害と言ってもいいコロナ禍で事業ができない状況が続いていますが、そんな中でも本日のハイブリッド例会、
ZOOM 例会と様々なことを考え出していただいておりますので、これを次年度にも活かして行きたいと思っています。奉仕事
業は継続事業がありますので、これをやって行きます。ダンス大会については来年 1 月にもしコロナ対策を十分にして開催で
きるのであれば、それを参考にして次年度も地区補助金を獲得できるよう計画をしています。後半年でプレッシャーがかかっ
て来ましたが、来年 7 月にスタートできるように準備をして行きますので宜しくお願いします。
定款変更について クラブ活性化戦略室長 松下孝君
2019 年 RI 規定審議会で採択された定款が標準 RC の定款になります。変更点をご説明します。
一番の身近な変更点は MAKE UP が変わった点です。
メークアップ有効期限 旧：例会の前後 14 日間 → 新：同じ年度内
これ以外は別紙を参照して下さい。
田中年度からクラブ計画書に新しい定款が載ります。定款に基づいて活動することが RC 会員の条件の一つですので、定款を
遵守して下さい。分からないことがありましたら、クラブ研修リーダーにお問い合わせ下さい。
→満場一致で承認
クラブ戦略計画について 築城忠生会長
今年はクラブ戦略計画の作成に至りました。松下室長がクラブ活性化テストや会員満足度アンケート、クラブの歴史、ガバナ
ー及びガバナー補佐訪問を経てクラブ戦略計画の作成をして下さいました。メンバーの意見を沢山取り入れ、多数意見のみな
らず少数意見も反映されたものになっています。これは各年度の方針を縛るものではなく、今後３年間のクラブの課題とし
てチャレンジをする内容となっています。田中年度の方針の礎として定めて行きます。これについての承認をお願いします。
→満場一致で承認

