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第３０３９回例会 ２０１６年３月３日
職業奉仕委員会による

グランドホテル神奈中

週報第３０３９号

としていました。
表彰された選手達は、清水次年度会長を筆頭に表彰状

▪ 会員健康診断 ▪

今年も小笠原先生・福山（駿）先生にご協力いた
だき有難うございます。

とメダルを授与されて、うれしそうな笑顔をしていました。
将来、このマラソン大会に参加した生徒の中から、箱
根駅伝やオリンピックに出場できる選手が出てくれるこ

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞

とを期待しています。平塚ロータリークラブが主催した

◦青少年委員会 鈴 木 忠 治 委員長
『第 46 回

少年少女マラソン大会』報告

『平塚市少年少女マラソン大会』が、マラソンの原点で
あったと思ってもらえれば幸いです。

平成 28 年３月６日、Shonan BMW スタジアム平塚

この大会の開催に際しまして、平塚市教育委員会の皆

にて、平塚ロータリークラプと平塚市教育委員会が主催

様、平塚市陸上競技協会の皆様、そして選手のご家族の

する『第 46 回少年少女マラソン大会』が開催され、合

皆様、更には平塚ロータリークラブの友志の皆様、事務

計 257 名の小・中学生が参加してくれました。

局の左近允さんなど多大なるご尽力を賜り、大変感謝し

当日は、早朝からどんよりした曇り空で、雨も心配さ
れる天気でした。開会式では常盤会長の爽やかな挨拶を
皮切りに、落合平塚市長等来賓の方々からの激励の言葉
で、大会に華を添えていただきました。

ております。この場をお借りして改めてお礼を申し上げ
たいと思います。
委員長として大役を果たせて、ホッとしています。あ
りがとうございました。

選手生徒を代表しての選手宣誓は、たいへん微笑まし
かったです。
大会が始まると、選手の皆さんの力走はとても素晴ら
しく、
スタジアムに入ってきてからのラストスパートや、
疲労困ぱいながらもなんとしてでも完走を、という気迫
が感じられました。
頑張って走っている選手を、スタンドから必死に応援

常盤会長開会挨拶

する家族の方々や、友人達の声も選手の皆さんを勇気づ
けたと思います。

雨なのでゲート下で表彰式

選手生徒達の熱いレースが行なわれている中、我々平
塚ロータリークラブの会員は、スタジアムの内では選手
に記録証を渡す人、スタジアムの外では選手の誘導を行
ない、大会が公正かつ安全に実施できるようサポートさ
せていただきました。
また、
小笠原先生には医務を担当していただきました。
競技終了後、小雨の影響で閉会式は、昨年同様に屋根
のある中央ゲート前で行なわれました。ゲート前は、大
会関係者や上位入賞の表彰選手と保護者等の方々で騒然

＜出席報告＞

今年も無事終了しました

本 日 3月 3日 会員数 63名 対象者 60名 出席者 44(41)名 出席率 69.84％
前々回 2月18日 会員数 63名 対象者 60名 出席者 46(43)名 出席率 73.02％ MUP 0名 計 46名 修正率 73.02％

新会員のご紹介
＜新会員のご紹介＞

今

村

佳

広

株式会社

◎第 39 回平塚市展協賛のお願い（今年も協賛致します）
開催日程：2017 年 2 月 12 日（日）～ 2 月 26 日（日）

様

甲斐組

会

代表取締役

場：平塚市美術館

＊美術館の都合で例年 6 月末からの開催が今年は変

▪経歴

更となるそうです。

◦昭和 46 年（1971）平塚生まれ

♦平塚市展は平塚市を中心に近隣市町も含めて地域の

◦平塚市なでしこ小学校

芸術文化の高揚と推進を図ることを目的に平塚市教

◦平塚市浜岳中学校

育委員会の協力を得て、絵画、彫刻・工芸・書道・

中学は３年間応援団部に所属

写真の４部門で一般市民から作品を公募し、平塚市

◦日本大学藤沢高等学校

美術館において毎年開催している。

高校は３年間ラグビー部に所属
３年時国体強化選手（神奈川選抜）に選ばれる

◎秦野ロータリークラブ創立 55 周年記念夜間例会開催

３年時（平成元年度）全国大会（花園）神奈川県大会

のご案内

にて決勝進出、VS 慶応高校７－７の同点で両校優勝

日

時：３／ 29（火）18:30

するも、抽選で全国大会へは行けず

場

所：秦野商工会議所

◦平成２年７月 父の経営する株式会社甲斐組へ入社する
◦平成５～８年の４年間「荏原エンジニアリングサービ
ス」へ在籍出向する
◦平成 26 年６月

◎平塚市民病院新館竣工のお知らせと内覧会のご案内
時：３／ 20（日）13:00 ～ 17:00

日

甲斐組代表取締役就任

受付場所：新館西玄関
＊常盤会長が出席致します。

現在に至る
▪趣

＊常盤会長・高橋建二幹事が出席致します。

味

ブログ、読書、映画鑑賞、アメ車、ラグビー観戦
▪主な役職
（一社）平塚建設業協会理事

建設みらい委員会

委員

平塚商工会議所青年部直前会長（Ｈ 26 年度会長）
日本会議神奈川

０名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

１７名

総務委員長

（一社）平塚建設業協会なでしこ会（Ｈ 14、15 年度会長）
（一社）神奈川建設協会

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

湘南西支部

幹事

＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

ト＞

１名

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

ー＞

０名

ガンバヤル・ツェルメン君（米山記念奨学生）

平塚市ラグビーフットボール協会設立準備会 幹事 以上

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎ロータリー米山記念奨学会 特別寄付・米山功労者表彰
（敬称略）
▪第 1 回米山功労者（感謝状が届いております）
木村義広・関口幸恵・高橋建二・高橋賢二・森

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
３月３１日（木） 休会（定款による）
４月

７日（木）→

４／９（土）春の家族会
大相撲藤沢場所観戦

誠司

会員各位

１４日（木） 通常例会になりました。
（卓話予定）

▪米山協力者（お名前のみ）

２１日（木） ★夜間例会

秋山

智・小野

テレビ神奈川「神奈川ビジネス Up To Date」

学・升水一義

司会

▪米山法人協力者（お名前のみ）
神奈川中央交通㈱・㈱ JTB コーポレートセールス法人営
業神奈川西支店・㈱ NTT 東日本－南関東神奈川西支店
◎国際ロータリープログラム「会員推薦者のための認証
プログラム」
ひろかず

経済ジャーナリスト

２８日（木） 入会記念卓話

湘南ステーションビル㈱・日本たばこ産業㈱平塚工場・
５月

内田

裕子様

菅原喜幸会員

５日（木） 休会（祝日）
１２日（木） 企業訪問（職業奉仕委員会担当）
２０日（金） ★夜間例会（卓話予定）
２６日（木）（卓話予定）

元吉裕員新会員の推薦者として成瀬正夫会員に認証ピ
ンを贈呈いたします。

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

現在ございません。

◎第 10 回地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティ
ング／一泊研修実行委員会開催
日

時：３／ 12（土） 13:00 ～ 17:30

場

所：第一相澤ビル６F
クラブ会報委員会
茂 茂 葛西粟野
敬 裕 藤田明嗣
クラブ会報委員会 ◎西村裕子
◎西村裕子 ○北本省三
○北本省三 柏手柏手
葛西 敬 菅原喜幸
藤田明嗣

