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Isehara Rotary Club
International Rotary District 2780th/Group#7

2020-2021 年度

第 2705 回例会
令和 3 年 6 月 9 日 (水) 晴れ

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

ハイブリッド例会
点鐘

築城 忠生 会長

ロータリーソング

中止
四つのテスト 小泉隆一郎会員

司会

天野 耕一郎 幹事

お客様
2020-2021 年度／築城 忠生会長
皆さんこんにちは。大分暑くなり、夏本番です。季節の変わ
り目には体調に十分気をつけて下さい。本日はお客様にお
越し頂いております。国際ロータリー第 2780 地区第 7G ガ
バナー補佐 小山輝彦様、第 7G グループ幹事 古屋貴弘様、
次年度 第７G ガバナー補佐 大屋富茂様、第７G グループ
幹事 神崎達朗様です。新旧ガバナー補佐の交代のご挨拶に
来て下さいました。奨学生の陸君も参加して頂いています。
宜しくお願いします。
ガバナー補佐には大変お世話になりました。年当初の戦略
計画策定にあたり松下さんが中心となって下さいました
が、その際がバナー補佐のご指導が沢山ありました。ガバナ
ー補佐訪問の際にもレクチャーして頂きました。本当に有
難うございました。また IM ではこれからのロータリーの在
り方について提言されておりました。本来は 1/23 に開催予
定でしたが 5/9 に延期になりました。通常のグループは中
止の判断をするところでしたが、ガナバー補佐は絶対開催
すると言う強い意思のもと開催されました。オンラインで
開催された今回の IM は、ある意味クラブの活動の後方支援
であったと思います。私自身もオンライン例会は初めての
ことで、ガナバー補佐が推奨してくれたことで大分やり易
かったと思っています。クラブを代表して改めて御礼申し
上げます。次年度のガバナー補佐、幹事様には、今後とも宜
しくお願い申し上げます。
嬉しいお知らせがあります。財団の今年度の目標を達成い
たしました。会員の皆様には、多分の寄付を頂きまして有難
うございました。
今月も蔓延防止等重点措置のため、例会は 2 回の開催とな
ります。次回は 23 日です。納会とクラブ協議会を行う予定
ですが、まだ未定です。改めて幹事よりご連絡があると思い
ますので、皆様ご協力をお願いします。

小山 輝彦様／2020-21 年度
古屋 貴弘様／2020-21 年度
大屋 富茂様／2021-22 年度
神崎 達朗様／2021-22 年度
陸 易君／米山奨学生

第 7G ガバナー補佐(伊勢原平成 RC)
第 7G グループ幹事(伊勢原平成 RC)
第 7G ガバナー補佐(秦野名水 RC)
第 7G グループ幹事(秦野名水 RC)

今後の予定
・6/16 [第 2706 回]
・6/23 [第 2707 回]
・6/30 [第 2708 回]
・7/7
[第 2709 回]

休会
納会
休会
未定

幹事報告
★ガバナー事務所より
6 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝109 円
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
第 54 回伊勢原観光道灌まつり中止のお知らせが届いております。

出席報告
会員数

52

堀口雅巳／出席副委員長

出席計算に用いた数

50

出席者数

20

出席率(％)

40

前々回修正出席率(％)

なし

MAKE UP
なし

スマイル報告

礒﨑貴史／スマイル委員長

築城忠生君、天野耕一郎君、田中徹君、東学君、濱田勝彌君、
須藤宜弘君、荒巻哲朗君、飯田隆三君、萩原庸嘉君、小泉隆一郎君、
井戸川秀治君、堂前慶之君、東井重和君、𡈽屋修君、田村貴寿君、
熊谷勝利君、礒﨑貴史君

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様へ御礼
赤星 悠介 支店長

お客様ご挨拶
小山 輝彦様／2020-21 年度 第 7G ガバナー補佐(伊勢原平成ロータリークラブ)
ようやくコロナ禍に見舞われました本年度も、終わりに近づきました。皆様のご協力のおかげで、何とかガバナー補佐という重責を全う
できそうでございます。本当にご協力ありがとうございました。特に感謝申し上げたいのが、財団補助金を活用いたしました伊勢原 3RC
合同プロジェクトです。市内小中学校へ消毒液等の寄贈をしていただき、伊勢原 RC には幹事クラブといたしまして、リーダー的な立場
で３クラブをまとめて頂きました。このことにつきまして感謝申し上げたいと思います。その他にも伊勢原 RC 独自で、協同病院への医
療品の寄贈もして頂きました。コロナ禍でも考えれば出来る事はあるんですね。今何ができるのかという事を考えて、出来る事を実践し
ていくことが大切なんだと思いました。本日もリモートでの訪問となりますが、会長は会員の安全安心を考える責務があると思います。
そういう事を考えますと、コロナ禍においてオンライン例会というのは、ベストなチョイスではないのかと思います。RI でも地区でもコ
ロナ禍においては、オンライン例会というものを推奨してまいりました。私も、是非導入して頂きたいとお願いしてまいりました。その
ような経緯の中で、伊勢原 RC でも導入して下さったことに感謝しております。今年度につきましては、十分満足した年とは言えません
が、なんとかこの 1 年を終わらすことができそうです。大屋年度は、本来の輝きを取り戻す素晴らしい年度なることを祈念致しまして、
私の挨拶と致します。1 年ありがとうございました。
古屋 貴弘様／2020-21 年度 第 7G グループ幹事(伊勢原平成ロータリークラブ)
1 年間ご協力頂きまして、ありがとうございました。私も不慣れなところでのコロナ禍、人と中々会うに会えない、人と会うことの重要
さが、身に染みて感じた 1 年になりました。また機会がございましたらお誘い頂ければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
大屋 富茂様／2021-22 年度 第 7G ガバナー補佐(秦野名水ロータリークラブ)
本来であれば、例会に出席して皆様の前でご挨拶させて頂くところですが、このご時世のため、ZOOM にて参加させて頂きます。
現在のような状況の中小山がバナー補佐、古屋グループ幹事を中心としてグループをリードして頂きました。このことにつきまして、敬
意と感謝を申し上げます。有難うございました。伊勢原 RC は尊敬する濱田 PG を始め、52 名の会員で構成されている素晴らしいクラブ
だと思っております。次年度もまだまだこの不透明な時代が続くと思いますが、コロナのお陰で世の中の生活様式が変わり、ロータリク
ラブの例会もハイブリッドになったりと、かなり進んだのではないかと思います。日本はデジタル化が遅れていると言われる中で、クラ
ブの中では相当進んだのではないかと思っています。自分の仕事の中でも通信を使った営業活動と言うのは、必要になってくると思いま
すので、そう言う意味ではコロナは「不」ばかりではなかったと思っております。私は今まで熱心なロータリー会員ではありませんでし
たが、真のロータリアンとなるべく様々な研修を受け、一生懸命勉強して皆様と共に１年間を過ごしていきたいと思っています。
神崎 達朗様／2021-22 年度 第 7G グループ幹事(秦野名水ロータリークラブ)
次年度の幹事を仰せつかった神崎です。来月からいよいよ本番となります。今までも色々と勉強してきましたが、まだ実感が湧きません。
皆さんのご期待に添えるように、また大屋ガバナー補佐を助けて 1 年間頑張っていきたいと思っております。どうぞ宜しくお願いします。

近況報告
小泉 隆一郎君
昨今の仕事の現状をお伝えします。私は老人ホームを経営しております。感染対策として、相変わらずご家族他の面会は禁止、窓越しや
リモートでの面会にさせて頂いています。今の所職員の協力の下、クラスターも発生せずにおります。昨日、日本の製薬会社エーザイと
アメリカのバイオジェン社が出した認知症薬がアメリカで承認されました。認知症は年を重ねるにつれて誰もが心配する病気ですが、明
るい話題だと思います。費用面はまだ心配が残りますが。私どもが経営しているのは特別養護老人ホームです。要介護度 3 以上の方を受
け入れている施設です。これを母体として、短期入所、デイサービス、介護ヘルプサービス、ケアマネージャーを有する包括支援センタ
ーを行なっています。職員はパート含め 120 名程です。人手不足と言われている中で、早々に外国人の受け入れを開始しています。EPA
や特定技能制度の枠で採用し、現在 10 名１のスタッフがいます。常に日本語の勉強や、介護の勉強をしながら仕事をする優秀なスタッ
フです。高齢者の関係のご相談はいつでも承りますので、気兼ねなくご相談下さい。
田村 貴寿君
環境保全・レジ袋について
2021-2020 年のロータリーの 7 番目の重点分野に環境保全が追加されましたので、環境保全とレジ袋についてお話しします。私は化粧
箱・シール製造のフジケース 株式会社と梱包資材販売のパッケージプラザ渋沢店の２社を経営しております。そのパッケージプラザ渋沢
店でレジ袋を扱っていますので、こちらの話をします。パッケージプラザはシモジマのフランチャイズで全国に約 250 店舗あります。レ
ジ袋、梱包資材、テイクアウト食品容器、農業資材・ラッピング用品・衛生用品・文房具等を扱っております。最近は環境保全のため、
レジ袋はバイオマスへ、梱包資材は再生紙へ、テイクアウト食品容器はプラ製から紙製に変化してきました。昨年 7 月からレジ袋が有料
化になりました。今年４月時点ではレジ袋の辞退率は 7〜8 割になりました。しかし、当店のレジ袋の売上げ状況はあまり減っていませ
ん。それは、使い捨てのゴミ袋としてのニーズが高く、わざわざ買いに来るお客様がいる為です。レジ袋は 1960〜70 年代に女性のファ
ッションの変化により作成され始め、その後コンビニが採用し、使い捨てのニーズが高まったため、増えました。レジ袋は三角に折り畳
むと財布に入るので、是非畳んで持ち歩くと良いかと思います。
堂前 慶之君
桂花楼さんの火災について
火災発生当日に皆さんからは多大な支援金を頂きまして、有難うございました。店長さんと話をしましたが、ロータリーの皆様にはくれ
ぐれも御礼を申し上げて下さいと言われました。
再建計画はあり、銀行の支援も受けられるそうで、私どもの保険でも支援ができればと思っています。皆様有難うございました。

