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入会記念卓話
「入会後６ケ月を経て」
音楽教育推進協議会
常任理事 吉 柳 恵 子

１

昨年 11 月 18 日に入会しましたので、間もなく６
ケ月になります。
大先輩の方々が「もう会に慣れましたか？」と度々
声をかけてくださいますが、未だに緊張しなから参加
しています。
しかし毎回いろいろな方々とお会いでき、様々な分
野の方の卓話を聞くことができるのはとても楽しみで
す。
２ 入会した直後にクリスマスパーティがありました。
「会の雰囲気を家族にも分かって貰った方がいい」と
言って、夫を誘ってくださった会長のお言葉に甘えて
夫と共に参加。
さすが平塚ロータリークラブ。
ビンゴの豪華な景品。
私は大好きな赤ワインとセリーヌのハンカチをいただ
きました。手品や出し物もとても楽しかったですし、
アットホームなパーティーでした。
３ 入会直後に会長のお共で西ロータリークラブに参加
しました。どのようにして女性会員を増やすかが課題
だそうだとか。
確かにどこも女性が少ないと感じます。私が勤務し
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てきた学校は女性が多い社会ですし、男性と女性の区
別なく仕事をしてきましたので、違う社会だなと感じ
ています。
４ ３月 11 日に東日本大地震がありました。未曾有の
大震災。実は私の遠い親戚も被害を受けました。地震
発生直後３日間は安否の確認ができず、親戚一同心配
しましたが、 私の娘がツイッターで呼びかけたとこ
ろ、避難所に避難していることか判明。ツイッターに
よる情報交換のありがたさを改めて感じました。
ロー夕リークラブではいち早く支援物資の協力の呼
びかけがあり、私も家にストックしていた物資を持っ
て駆けつけ、集まってくる物資の仕分けを手伝いまし
た。少しボランティア気分になりました。
この震災で未来ある多くの子どもたちが犠牲にな
り、親を亡くした子どもたちの様子に何度涙を流した
ことか。
避難先で新聞づくりをしたり、配布物の手伝いをし
たり、被災しながらも「人の役に立ちたい」と行動す
る子どもたちをみて力強さを感じますし、きっと元気
に立ち直ってくれると信じています。
５ 平塚の各小・中学校では、
「火災避難訓練」
「地震避
難訓練」
「不審者対応訓練」等がありますが、
今後は「い
つ起きてもおかしくない」と言われている東海地震等
に備えて、津波の避難訓練も必要だと思います。
６ 今年の４月 17 日（日）第 2780 地区・2011「地
区協議会」に出席しました。会場は東海大学湘南キャ
ンパス。
後藤ガバナーの点鐘に始まり全体会や部門別協議会
なとがあり、私は「新会員」協議会に参加しました。
各地区の新会員３人がそれぞれ提案をされ、その後
フリートーキングが行われました。その内容の一部は
・入会したきっかけ
・卓話は貴重な時間ととらえている。
・ロータリーを楽しまなくちゃならない。
・自分で見つけ出すことがロータリー
・鎌倉でも女性を増やす運動をしている。
・厚木の獣医師は「人生を豊かにするため」に入会
・卓話の時間に「落語家」をお招きした話などです。
他地区のロー夕リアンの方々の提案や助言を聞き
参加してよかったと思いました。
まだまだ未知の事が多く、戸惑いながらの参加です

＜出席報告＞
本 日 5月12日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 42( 2)名 出席率 74.55％
前々回 4月21日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 42(38)名 出席率 69.09％ MUP 4名 計 42名 修正率 76.36％

が皆様の足を引っ張らないよう、そして何かお役に立
てるように……と思うこの頃です。
これからも御支援と御指導をお願いいたします。

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
新世代委員会
委員長
清水 裕会員
第 38 回平塚市緑化まつり「巣箱づくり教室」報告
恒例の第 38 回平塚市緑化まつりが、４月 29 日（金）
30 日（土）の両日開催されました。今回は、東日本大
震災の影響により開催の是非を検討する会議が何度かも
たれましたが、最終的に、緑化まつりの趣旨を尊重し、
募金活動などの震災対応事業も盛り込んだ上での開催と
なりました。
「市民の緑化意識の高揚を図り、みどりの
波を街中に広げ、花とみどりのまちを実現する」という
趣旨のもと、38 回目の開催となります。
平塚ロータリークラブでは、30 日の参加で、毎年大
好評の「巣箱づくり教室」を行いました。当日は、天候
にも恵まれ大変さわやかな一日となり、会員の方々の参
加も 20 名を超えるものとなりました。開催前の準備段
階から、多くの会員の方のお手伝いを頂き、スムーズな
教室の開始ができましたこと大変感謝いたします。
今年度は、昨年度よりの在庫も含め 80 セットほどの
巣箱を用意しました。例年より 20 セットほど多かった
のですが、平塚市より当日、「くす丸くんとなっちゃん」
隊という子供たちが 20 名前後「巣箱づくり教室」へ参
加したいとの要請に答えたものです。
午前９時開始、開始前より巣箱セットを購入し作成を
する親子もいるほどで出足は好調でした。天候も幸いし
て巣箱作りのビニールシートは、いつの間にか子供やそ
の保護者の方でいっぱいになり、平塚ＲＣの会員もその
方々の傍らで熱心に指導をいていただきました。また、
「くす丸くんとなっちゃん」隊の子供たちが巣箱を作り
終えると、公園内の森にその巣箱をかけることになり、市
の職員のほか会員の方も数人お手伝いを頂きました。
父親の不器用さに文句を言ったり、出来上がった巣箱
に歓声を上げたり、釘をはじめて打ったという子供もい
ました。会員の熱心な指導に、完成品を手に持って満面
の笑みで「ありがとう」を言う子供たちの声が、印象的
に耳に響いたのは私だけではなかったと思います。
午後になっても客足は途絶えず、結局約 60 個を販売
することができました。
先輩たちから受け継がれた平塚ＲＣの「巣箱づくり教
室」は、子供たちだけでなく多くの大人たちにも笑顔を
提供できました。そして、緑化まつりの趣旨である「み
どりの波を広げる」のにも大いに役に立った活動であっ
たと思います。
最後になりましたが、当日ご参加を頂き大変お力添え
を戴いた会員の皆様に感謝申し上げるとともに、ここか
ら発信された巣箱が多くの子供たちの未来の夢に繋がる
ことを願っております。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎地区会員増強・会員維持セミナーのご案内（次年度）
日時：６/ ６（月） 15：00 〜 18：00
場所：藤沢産業センター８Ｆ
＊各クラブ２名以上のご参加をお願いしますとのこと
です。
◎震災復興支援プロジェクトアイデア募集のお知らせ
１/24 〜３/14 にわたり地区内９クラブからプロジェ
クトの応募をいただいてはおりますが、この度、来年
度の地区補助金を全額被災地への支援に充てることと
なりました。再度地区では標記の募集をいたします。
５/27（金）の委員会までに、ガバナー事務所まで企
画書（対象地域、内容、費用など）をお送り下さい。
◎福島県いわき市のいわき平中央ロータリークラブより
急啓
初めてお便り申し上げます。
私どもいわき平中央ロータリークラブは、この度の東日本大震災で被災した福島県いわ
き市にございます。今尚余震が続く中、ロータリアンとして地域復興に全力を注いでいる
最中です。
しかし、その活動も福島県、いわき市というだけで全てが原子力発電所からの放射性物
質に汚染されているという風評にさらされ、復興への大きな妨げになっております。事実、
商用などで他県を訪れると、入室を断られるという事象も報告されております。これら風
評被害をあげれば枚挙に暇がありません。
願わくば貴クラブにおかれましても、原子力被害状況への冷静なご判断の基、各会員、
ご家族、お知り合いに適切なる行動を促していただきたいと、心よりお願い申し上げる次
第です。
貴クラブの益々のご活躍をお祈りいたすと供に、今後のご協力、ご指導を賜りますよう、
重ねてお願い申し上げます。
いわき平中央ロータリークラブ
〒 970-8026
福島県いわき市平白銀 4-13 不二家第２ビル２Ｆ
TEL & FAX:0246-25-3000

＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜メークアップ＞
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞
＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

現年度ガバナー
補佐 成田様

４名

柏手、川井、小林、
柳川 会員

２３名

ト＞

３名
成田清様
（平塚西ＲＣ）現ガバナー補佐
樋口大人様
（平塚北ＲＣ）次ガバナー補佐

次年度ガバナー −現・次ガバナー補佐がご挨拶にいらっしゃいました。−
補佐 樋口様

金谷浩史様（秦野ＲＣ）
入会前ゲスト
（横浜銀行新支店長）
−工藤会員は小田原支店長に。
新任の金谷平塚支店長と。−

工藤会員と金谷新支店長

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

ー＞

２名
梅原謙司様（平塚北ＲＣ）
2011 年地区協議会委員長
米澤松文様（平塚北ＲＣ）
2011 年地区協議会副委員長

− 4/17（日）東海大学にて開催されたました地区協議会の
地区協議会（左）梅原委員長 ホストクラブとして、ご報告でいらっしゃいました。−
と（右）米澤副委員長

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
６月 ２日（木） 下期情報集会報告
９日（木） 大山阿夫利神社 目黒宮司
１６日（木） 元読売新聞海外特派員
髙木規矩郎様
２３日（木） 会長卓話
３０日（木） 新会員歓迎夜間例会
＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

『くす丸くんとなっちゃん隊』
の皆さんと
巣箱の設置

ク ラ ブ 会 報 委員会
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