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本日は、12 ／２の台南東区扶輪
社創立 45周年記念例会出席のた
め、杉山善弥会長以下９名が欠席。
牧野國雄副会長の点鐘で始まりま
した。

テーマ【RCを楽しみましょう、チャンスはおおいにあり】
赤グループ　幹事：國岡久資会員（発表）
11 月 24 日６時より相州長屋にて福澤
会員・白石会員・國岡の３名で情報集
会を開催しました。急な日程設定と幹
事の運営が悪く、少人数での開催とな
り誠に申し訳ありません。少人数の開
催ではありましたが、有意義な会合で
色々考えさせられる会となりました。
幹事である私は転勤に伴い武蔵野中央 RCから名門平塚
RCに入会させていただきましたが、今回の情報集会で
のテーマである「RCを楽しみましょう、チャンスはお
おいにあり」について前 RCとの違いと今後の楽しみ方
について発表させていただきます。武蔵野中央 RCは当
時 25 年を迎えたばかりの若い RC であり、通常例会だ
けでなく懇親会・勉強会等（飲み会）が多く、RCの状
況や武蔵野市が抱えている問題等良くわかり、勉強にな
りました。今回の情報集会でも討議の中で平塚 RCの状
況・平塚市の課題等がでて、私個人としても大変勉強に
なり、今後どう職業奉仕等していけばいいのか参考にな
りました。今回の情報集会でのまとめとして、例会・諸
行事には積極的に参加していけばおおいに楽しむ事がで
きる結論となりました。私もまだ平塚 RCに入会して１
年２ヶ月ですが、例会にはできるだけ出席し、色々な会
合にも積極的に参加していけばもっともっと RCを楽し
めると再認識しました。余談ですが下期はできれば懇親
を深める会（飲み会）がもう少しあれば幸いに思います。
橙グループ　幹事 : 柳川正人会員　発表 : 吉柳恵子会員
１　開催日　平成 23年 11月 21日（月）18：00～
２　場　所　経済懇話会
３　参加者　（６人）
　　委員長：柳川正人
　　会　員：小泉芳郎、杉山幹生、水越

晴久、鳥海衡一、吉柳恵子
４　テーマ　「ロータリーを楽しみま 

しょう」

　　　　　　「チャンスは大いにあり」
５　情報交換の内容
　　・ロータリーが楽しみでしょうがない。
　　・ロータリーに入ってよかった。（複数人）
　　・健康でないと楽しめない。
　　・入ったことによって、横のつながりができるし、

平塚の状況が分かるし、いろいろな情報が入る。
　　・毎週会えるんだから、チャンスはいっぱいある。
　　・12：00 ～ 14：00 は予定を入れないようにして

いる。
　　・若い頃は忙しくて出席できなかったが、やめなかっ

た。それは出席すると平塚のことがわかり、おも
しろくて、「ロータリーって大切だ」と感じたか
らである。

＊終始和やかな雰囲気の中で楽しく懇談ができました。
＊柳川委員長は台湾ロータリーに出席のため、代わりに
吉柳が報告。
緑グループ　幹事：嶋津良治会員　発表：柏手　茂会員
　11 月 29 日 ( 火 )19：00 からホテル
サンライフガーデン中国料理バーチラ
ンドにて、美味しい中華料理と紹興酒
をいただきながら、緑グループ７名、
他のグループからのゲスト３名ととても
和やかな雰囲気で行われました。
　ロータリークラブで大切な事は、や
はりロータリーアンの自覚をすること。この事が日々、
発見や大きなチャンスとして生かされていくのではない
かと思います。
　また、異業種のメンバーと心から語り合い、そして、
交流を深めるのは自分自身であり、そのためには例会や
クラブの事業に出席 ･参加する事から始まります。そこ
に自分かいる事が出発点であると考えます。
　ロータリークラブを楽しみ、この大切なメンバーとの
友情を深めていくことができる、こんなチャンスを得て
いることを再認識しなくていけないとの意見でまとまり
ました。これからも、メンバーとの親睦を大切にしてい
きたいと思います。
紫グループ　幹事：笹井純一会員（発表）
　紫グループの情報集会は11月 24日
（木）に「平塚ラスカ・キャプテンズキャ
ビン」さんにて実施いたしました。
「ロータリークラブを楽しみましょう、
チャンスは大いにあり」というテーマ
のもと、メンバーの方々の活発な意見
交換が行なわれました。

         牧野國雄副会長

  國岡久資会員

  吉柳恵子会員

  柏手　茂会員

  笹井純一会員

＜上期情報集会報告＞

＜出席報告＞
本　日12月  1日 会員数  57名 対象者  51名 出席者  39(36)名 出席率    70.59％
前々回11月17日 会員数  57名 対象者  51名 出席者  41(36)名 出席率  70.59％ MUP  6名 計  42名 修正率  82.35％



　皆様からいただいた意見を取り纏めますと、「遠慮無
用、肩書不要、互いを尊重する」、「リフレッシュ、憩い
の場、相談の場、自分を見つめなおす場」、「視野を広める、
情報を得られる」、「元気をもらう、健康・家庭円満・家
内安全に繋がる貴重な場である」、「本業を通し地域・社
会のために貢献する」、「楽しいイベントをどんどんやり
メンバー交流を増やしましょう」、等となりました。
　最後に、「日中の例会では限られた時間しか無く、色々
な事が話せないので、是非このような情報集会の場を活
用して、会員の方々との交流を積極的に行い、より実の
あるロータリー活動を推進して行こう」という誓いが交
わされ集会を終えました。
合同開催
黄グループ　幹事：金谷浩史会員（発表）
青グループ　幹事：森　誠司会員
　黄色グループと青グループは 11 月
28 日に２グループ合同で開催をしまし
た。当日は杉山会長、鶴井幹事をはじ
め女性２名を含む 13名の方の出席をい
ただきまして、食事を取りながら楽し
く情報交換をさせていただきました。
　諸先輩をはじめ皆様のご経験に基づ
くお話を集約しますと「積極的に参加することで、奉仕
を原点とした交流が楽しくなる」ということで、「年代
を超えて、異業種や普段なかなか近づけないような地位
の方とか、他クラブや海外との交流まで広げるとロータ
リーほど幅広く色々な方と交流できる組織は他にないだ
ろう」という意見が大勢でした。そして、積極的に、最
後まで参加することで得られることも多く、より楽しく
なるだろうということです。また、過去の経験から今後
の希望として卓話はスピーチだけでなく、アントニオ古
賀さんのように音楽を取り入れたものとか、実現はしま
せんでしたがバレリーナの佐藤さんが考えられていたよ
うに軽く体を動かす企画など変化をつけるのもいいと思
いますし、かつて山協印刷さんの工場見学を開催したこ
とがあるとのことでしたが、同様に異業種見学会のよう
なものとか宿泊を絡めたものなど工夫をして変化のある
ものとしたらより楽しむチャンスが増えるのではないか
という意見が出されました。

＜会員報告＞
●桐　本　美智子会員

　〔私は本日藤沢 RC に卓話に行っておりますので、こ
の報告を吉柳会員にお願いします。〕
　11／ 22（火）鎌倉パークホテルにて第 2780 地区で
「初めての試み」として、女性会員の集いが行われま
した。地区には御存知の通り、66クラブございます。
約 2300 人のロータリアンが居り、そのうち 150 人
ほどの女性会員がおります。女優の司　葉子さんを招
きしました。女性会員それぞれには、友人を伴って参
加して頂き、会員増強につなげようという主旨であり
ます。130 人ぐらいの参加があり、男性も森ガバナー
はじめ、地区役員の約 20名程参加しました。ケーキ
バイキングでした。私も地区で初めての女性会長だと
いう事で、小さい卓話をする様に言われました。平塚
ロータリークラブは、地区で４番目に古い老舗のロー
タリーなので説得力があったのだと思います。会は大
変盛り上がって、会が終わる迄には４名の入会者が出
ました。私は平塚クラブの自慢をちょっとしてしまい
ました。

＜幹事報告＞
◎米山学友委員会主催の「国際交流会」の案内をお送り
します。

　日　時　2012 年１月 14日（土）
　　　　　14：00開会（13：00受付開始）～18：00
　場　所　厚木パートナーセンター４F
　◉プログラム　14：00開会
　　　　　　　　14：50～ 16：00　自由飲食及び歓談
　　　　　　　　16：00～ 18：00　「友情の輪」交流会
　　　　　　　　18：00　　　　　　閉会
　◉会　　　費　3,000 円（当日お持ち下さい）
　　　　　　　　　　　　※御家族は無料
　＊お申込締切　12／ 19（月）までにお知らせ下さい。

◎ IA 海外研修 / 一泊研修会実行委員会　顧問・委員会
親睦会開催のご案内
海外研修準備会・一泊研修実行委員会及び顧問・委員
会合同会議／親睦会を行いますので、ご出席下さいま
すようお願い申し上げます。
　　日　程    2011 年 12 月 10日（土）
　　場　所　藤沢　第一相澤ビル６階会議室
　　　　　　《ガバナー事務所の一つ上の階になります》
　　　　　　親睦会場所：竹取御殿
　　　　　　親睦会会費：5,000 円

◎バンコク国際大会へのご案内
　バンコクの国際大会が 2012 年５月６日～５月９日ま
で開催される関係で最初の登録料の割引の締め切りが
12月１日となっております。
　洪水への義援金をお願いしているような状況ですが、
国際大会が実施できるよう大変努力されています。
　①第一回目の登録締切は 2011 年 12 月１日（木）
　　　登録費　160 ドル
　②第二回目の登録締切は 2012 年３月１日（木）
　　　登録費　195 ドル
　③ 2012 年３月２日（金）以降の登録はオンラインま
たは現地登録

　　　登録費は 245 ドル

◎今年度の IA の海外研修は 12 ／ 24 ～ 27 の台北旅行
となります。
　平塚学園高等学校からは２名参加致します。

＜メークアップ＞　　　　　６名
　　　柏手・鈴木條・中村・嶋津・鳥海・白石　会員

＜本日のスマイル＞　　　　17名

＜卓話・行事予定＞
１２月１５日（木）　クリスマス家族会
　　　　　　　　　  会場　ホテルサンライフガーデン
　　　　　　　　　　　例　　会　17：30～ 18：00
　　　　　　　　　　　Xmas 会　18：00～ 20：00
　１月　５日（木）　ニューイヤーコンサート　
　　　　　　　　　　   18：00 ～ 20：00
　　　１２日（木）　浜銀総研調査部
　　　　　　　　　　   部長　北田英治様
　　　１９日（木）　プログラム委員会
　　　２６日（木）　シャンソン歌手　香田夏織様

＜市内例会変更＞ 

  金谷浩史会員
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＜市内例会変更＞

クラブ会報委員会　　 ◎小 野　　学　 　福 山　　駿　 　宅 野　順 彦　 　金 谷　浩 史

平塚西

12/21 ㈬ → 24 ㈯　移動夜間例会

12/28 ㈬　休会

１/  4  ㈬　休会

１/18  ㈬　夜間例会（若葉会合同新年会）


