2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
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週報第 3112 号

7 月 27 日

会員数 59 名

対象者 56 名 出席者 45(42) 名

出席率 76.27 %

前々回

7 月 13 日

会員数 58 名

対象者 55 名 出席者 41(39) 名

出席率 71.93 %

本日の卓話者ご紹介
公益社団法人平塚青年会議所
第59代理事長 守屋宣成 様

先週お知らせ致しました ( 株 ) 茶加藤 代表取締役の加藤宗兵
衛様が急用で来られなくなり、急遽守屋様にご依頼いたしま
したところ、快くお引き受け頂きまして、感謝いたします。
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公益社団法人平塚青年会議所
第 59 代理事長 守屋宣成

平塚青年会議所は七夕を地域資源として活用するビ
ジョン「夢きらり 想いつながる 七夕のまち」を基
に運動を展開しています。
2017 年は「挑戦〜理想と情熱を抱き地域の未来を創ろ
う〜」をスローガンのもと様々な事業を行っています。
その一つが本年初めて開催いたします「ひらつかスクー
ル議会」です。昨年、選挙権年齢が 20 歳から 18 歳に
引き下げられ、昨年の参議院議員選挙では 18 歳の投
票率が 5 割から 6 割という数字が出ています。制度改
正されて初めての選挙であったこと、メディアにおい
て多数報道されていたことを鑑みるとこの数字は決し
て高い数字ではないと考えています。私たちはこの制
度改正の本質である「若者の意見を政治に反映する」
という点に着目し、若者たちが自らの意見や主張を発
信できる場所を創りたいと考えました。そして、行わ
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れることとなったのがこの「ひらつかスクール議会」
です。
この事業は平塚在住・在学の高校生を対象として、平
塚最大の事業である「湘南ひらつか七夕まつり」東京
五輪の事前キャンプに関する協定を結んだ「リトアニ
ア」、平塚駅前商店街を中心とした「商店街の魅力アッ
プ」の３委員会を設け、担当課長からの勉強会や現場
で携わる方との勉強会を行い、提言をまとめる作業を
7 月 25 日、26 日の二日間終了しました。そして 8 月
7 日には平塚市議会の議場を使い、落合平塚市長へ提
言を行います。ぜひ高校生たちの熱き想いを聞きに来
て頂ければ幸いです。
次に私の仕事ですが、平塚
の本宿にあります「日蓮大
聖人御一泊霊場 松雲山
要法寺」にて副住職を務め
ています。要法寺は鎌倉時
代（1282 年）に開山した

寺で元々はこの地域の地頭である北条泰知氏の武家屋
敷でありました。日蓮宗の開祖であります日蓮聖人が
この地を通られた際に北条泰知氏の屋敷に泊まり、感
銘を受けた泰知氏が屋敷を提供し寺となったのが、始
まりと言われています。また要法寺の隣には平塚発祥
である平真砂子の塚があります。
卓話者ご紹介
日蓮大聖人御一泊霊場 松雲山要法寺 副住職
公益社団法人平塚青年会議所 第 59 代理事長
もりや せんじょう

1980 年 2 月 14 日生 37 歳
【略歴】 青年会議所
2007 年 平塚青年会議所 入会
2010 年 理事 まちづくり委員会
2011 年 理事 事務局 局長
2012 年 専務理事
2013 年〜 2016 年 副理事長
2017 年 第 59 代 理事長

守屋 宣成

委員長

平塚ロータリークラブ 週報 3112 号
【略歴】 僧侶
1995 年 身延山高等学校に入学
（日蓮宗総本山が経営する僧侶育成高校）
1998 年 立正大学仏教学部宗学科に入学
2001 年 日蓮宗信行道場に入行
（日蓮宗教師、正式に僧侶となる）
2003 年 日蓮宗大荒行堂 初行（１回目）入行
（日蓮宗修法師の資格を取得、ご祈祷が許される）
2008 年 日蓮宗大荒行堂 再行（２回目）入行

やまぐち

・親睦委員会
委員長 小林誠
「第67回湘南ひらつか花火大会見学夜間例会」開催案内
日時：平成29年8月25日(金)
18：00〜受付開始 18：30 点鍾
19：00〜20：00 花火打ち上げ
20：30 閉会
会場：平塚プレジール５階 千寿の間
今回は会員、ビジターとも会費を徴収します。
アイデアと工夫で楽しいイベントにしましょう！
・長期計画委員会 委員長 桐本美智子
日時：8月3日
（木）18:30〜
会場：平塚商工会議所 第四会議室

新入会員ご紹介

氏

委員会報告

のりゆき

名 : 山口 紀之

生年月日:昭和48年9月30日
（43歳）
出 身 地:神奈川県平塚市
趣
味:ゴルフ
家族構成：妻様とご令嬢と三人暮らし
学
歴：岡崎小学校、大住中学校、
藤沢商業高校、
町田デザイン専門学校
職
歴:建築設計事務所にて修行、
その後大雄に入社、
現在に至る。
幹事報告
◎地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開催のご案内
日時：8月26日
（土） 13:30〜16:30
会場：藤沢商工会館ミナパーク6階
◎第3回インター・ローターアクト委員会／
地区IACアクターズミーティング開催のご案内
日時：8月19日
（土）13:00〜17:00
会場：第一相澤ビル8階
◎「第16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：10月14日
（土） 10:00〜
会場：東京・市ヶ谷の日本棋院本院 1階対局室
お申し込みは10月6日(金)までです。
詳しい内容は事務局までお尋ねください。

・ガバナー補佐幹事 清水雅広
今後の地区イベントのお知らせ
●RI2780地区「2017-18年度地区大会」
平成29年9月18日(月)敬老の日
◎本会議場：相模原女子大学グリーンホール
11：30〜受付開始 12：30 点鍾
◎懇親会場：小田急ホテルセンチュリー相模大野フェニックス
●常盤年度 第１回「新会員の集い」
日時：平成29年10月5日(木)
会場：平塚商工会議所３階 大ホール
◎入会３年以下の新会員は必ずご出席をお願いします。
●第８グループIM
日時：平成30年2月17日(土)
会場：ホテル サンライフガーデン５階 江陽の間
開催時間を短縮して密度の濃いIMにしたい。
詳細は会長・幹事会で決定後、お知らせします。

メークアップ（MUP)

1名

常盤卓嗣会員
本日のスマイル

25名

ゲスト

1名

平塚青年会議所

第59代理事長

守屋宣成様

０名

ビジター
卓話・行事予定
8月 3日
（木）
8月10日
（木）
8月17日
（木）
8月25日
（金）
8月31日
（木）
誕生祝を受ける清水裕会員
クラブ会報委員会

◎ 馬上 晋

泉橋酒造（株）代表取締役社長 橋場友一様
休会
(株)玄 代表取締役 井出隆夫様
花火大会
平塚ライフセービングクラブ 副クラブ長 白井勇喜様
現在ございません。

市内例会変更

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

