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
会長 : 片野之万

副会長 : 清水 裕

2017 年 8 月31 日

幹事：三荒弘道

第 3117 回

会報委員長：馬上 晋

週報第 3117 号

8 月 31 日

会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 44(42) 名

出席率 74.58 %

前々回

8 月 1日

会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 42(39) 名

出席率 68.85 %

本日の卓話者ご紹介
平塚ライフセービングクラブ
しらい ゆうき

副クラブ長 白井 勇喜 様

2015 年
2017 年

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

3名

計

45

名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

73.77 %

神奈川県ライフセービング連盟 理事就任
湘南ひらつかライフセービングクラブ
副クラブ長就任

ライフセービングとは・・・
『あなたは、大切な人を助けられますか？』
このフレーズに私は心を動かされました。自分は何
ができるのか。家族・友達・知り合いが目の前で倒れ
た時、溺れているのを発見した時、私は助けることが
できるのか。おそらく何もできない。その時後悔しか
残らないと思いました。だから日々トレーニングをす
る。何回も反復練習をする。その知識が人に優しくな
れます。

卓話

あなたは、大切な人を助けられますか？

平塚ライフセービングクラブ
副クラブ長 白井 勇喜

ライフセービングとの出会い
高校３年生の時にボランティア活動に興味があり、
市民活動センターに行き活動内容を確認したところ
ビーチセンター業務というのがあり参加したのがきっ
かけです。私自身小さい時から海が大好きだったので
惹かれました。
2009 年

U-22 日本代表強化選手として全豪選手権に
出場

2011 年 湘南ひらつかライフセービングクラブ
チームディレクター就任
2014 年 神奈川県 , ゴールドコースト市との友好都市
としてライフガード交流として派遣

ライフセービングスピリット
【環境・救命・教育・スポーツ・福祉】
ライフセービングは救助だけが取り上げられますが、
５つのカテゴリーに分かれています。
環

救
教

境：代表的な活動はビーチクリーンです。あの活
動は未然に防ぐ。というポイントがあります。
裸足で砂浜を走るときにビンが割れていたり
花火のゴミが刺さったりしない為に夏の期間
中はこまめにビーチクリーンを実施します。
命：海やプール、大会などの監視活動。

育：地域の学校などに行き、ライフセーバーの
活動紹介や、実際に実技で心肺蘇生法など
の指導をします。
スポーツ：年に何度か大会があり、そこでは安全・
迅速に要救助者を救助する大会があります。
福
祉：パラリンピックの選考大会のパトロールや
海に遊びに来た際、特殊な車椅子を貸し出
します。

平塚ロータリークラブ 週報 3117 号
桐本会員、升水一義会員が晩餐会に出席
第2日目のご案内を本日お配りいたします。
日時：9月18日
（月/祝日）
場所：相模女子大学グリーンホールにて本会議
スケジュール：
11:30 受付・登録
12:30 点鐘
15:25 各種表彰
17:35 点鐘
小田急ホテルセンチュリー相模大野
「フェニックス」にて大懇親会
18:00 開宴
19:00 閉会の言葉

ゲストの皆様と記念写真
卓話者ご紹介
名
前：白井勇喜（しらい ゆうき）様
生年月日：1986 年 4 月 21 日生まれ（31 歳）
職
業：会社員（株式会社フォレストアドベンチャー
運営本部課長）

◎第4回インター・ローターアクト委員会/地区IACアクター
ズミーティングが開催されます。
日時：9月9日
（土）13:00〜13:50 委員会
14:00〜17:00 アクターズミーティング
場所：第一相澤ビル6階
◎「第1回 新会員の集い」について
日時：2017年10月5日
（木） 18:00〜（18時より受付）
場所：平塚商工会議所 3階大ホール
対象者：入会3年以下の会員、会長・幹事・研修委員会担当
詳細については内容が確定次第ご連絡致します。
メークアップ（MUP)

3名

清水孝一会員 常盤卓嗣会員 柏手茂会員
本日のスマイル

17名

ゲスト

3名

平塚ライフセービングクラブ 副クラブ長 白井勇喜様
伏黒哲二（ふしぐろ てつじ）様
豊田泰也（とよだ ひろや）様
平塚ライフセービングクラブ様のホームページより掲載

http://hiratsuka-lifesaving.org
幹事報告

◎2017-18年度

卓話・行事予定

地区大会

本日が出欠の受付最終日となっております
会期
9月17日
（日）〜9月18日
（月/祝日）
第1日目 9月17日
（日）
小田急ホテルセンチュリー相模大野にて
12:30〜 会長・幹事会
14:30〜 指導者育成セミナー
17:30〜 晩餐会
常盤ガバナー補佐、
片野会長、三荒幹事、
クラブ会報委員会

0名

ビジター

◎ 馬上 晋

9月 7日
（木）
9月14日
（木）
9月21日
（木）
9月28日
（木）

河野香様
桐本美智子会員 （出版記念卓話）
鎌倉まめや 桐山章伸様
小田原商工会議所会頭 鈴木悌介様

市内例会変更
平塚西RC

○ 青山 紀美代

9/13（水）→ 9/10（日）移動例会
家族親睦旅行
9/20（水）→ 休会
西村 裕子

清水 雅広

