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
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第 3126 回

会報委員長：馬上 晋

週報第 3126 号

会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 48(45) 名

出席率 78.69 %

前々回 10 月 19 日 会員数 61 名

対象者 58 名 出席者 39(39) 名

出席率 67.24 %

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

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）

4名

計

43

名

修正率

日 11 月

幹事：三荒弘道

74.14 %

ガバナー補佐をお迎えして

国際ロータリー第 2780 地区

第 8 グループ

常盤卓嗣ガバナー補佐事前訪問

11月16日（木）
は
大谷ガバナーの

公式訪問
となります

ガバナ補佐公式訪問にあたって
第 8 グループ補佐
常盤卓嗣

ガバナー補佐に就任して、予定者としての準備期間を
含め約1年が経たちました。
この間に多くに方との出会い、
セミナーや講演の中での感動などであっという間に過ぎ
てしまいました。
さて、公式訪問も平塚RCで最後となり、
それぞれのクラ
ブでの例会出席を通じてこの役職でなければ、
この役職
に就かなければわからなかったことも私にとって、大変貴
重な経験でした、
また、何より大谷にガバナーとの出会い
は私のロータリー感を全く変えてしまいました。
ロータリーとは、何か？第8グループの各クラブとの関
係構築については、大谷ガバナーのご指導をいただき、
グループを一つにまとめていくことが私の役割であると
考えています。また、他のガバナー補佐との意見交換を
行い、取り入れるべき良いところは積極的に会長幹事会
を通じて、お知らせして各クラブの活性化に繋がるように
情報共有を目指しております。
「ロータリー：変化をもたらす」
まさしく今行動を起こすときです。私の経験を平塚ロータ
リークラブの多くのメンバーに伝えて、更なるクラブの発
展に努めてまいりたいと思います。
最後に私と行動を共にしてくれる清水、柳川、秋山の
3幹事に感謝を申し上げます。

経歴

氏
名：常盤卓嗣（ときわ たくじ）
年
齢：61歳 1955 年（昭和30 年）7 月 11 日
役
職：株式会社トキワヤ 代表取締役
会社概要：学生服販売
最終学歴：東海大学経済学部卒業
主な略歴 ・一社）神奈川県商工会議所連合会 理事
・平塚市商店街連合会 会長
・湘南スターモール商店街振興組合 代表理事
・神奈川県商店街振興組合 副会長
・湘南ひらつか七夕まつり実行委員会 副会長
・湘南ひらつか花火大会実行委員会 副委員長
・神奈川県立平塚商業高等学校 評議員
・平塚商工会議所青年部OB（代10代会長）
・公益社団法人 平塚青年会議所OB（代32代理事長）
・日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 1994年度会長
・東海大学同窓会 中央支部 監事
ロータリー歴
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2015〜2016
2016〜2016

平塚ロータリークラブ入会
平塚ロータリークラプ幹事
第 8 グループIM 実行委員長
平塚ロータリークラプ会長
地区クラブ管理運営委員会委員

平塚ロータリークラブ創立60周年実行委員長
マルチプルフェロー／米山功労者

平塚ロータリークラブ 週報 3126 号
お知らせ
横浜銀行平塚支店支店長

勝田道文様が入会されました。

会費：1,000円（お食事代として）
卓話：元リトアニア特命全権大使
白石和子氏が「リトアニアの魅力を語る」
と題して
お話をされます。各テーブルにご案内を置いてあります。
ご出席される方は事務局まで早めにご連絡をお願いい
たします。
委員会報告

ご挨拶される勝田新会員

◎クラブ組織強化委員会 会員研修委員会 委員長 関口 幸恵
「第一回新会員研修セミナー」を12月7日(木)18:30より
グランドホテル神奈中「ゆりの間」にて開催致します。
入会5年未満の会員には昨日メールまたはFAXでご連絡
いたしました。
（入会3年未満の会員は必ずご出席ください。）
会費は一人￥2,000です。
アンケートも出欠に関係なく入会5年未満の会員全員が
6日
（月）
までに事務局までメールまたはFAXでご回答を
お願いいたします。

スポンサーの成瀬会員より
紹介される勝田新会員

新入会員ご紹介

氏

かつた みちふみ

◎スマイルボックス委員会 委員長
10月のスマイル大賞発表

名 : 勝田 道文

生年月日:昭和44年2月21日生
所 在 地:鎌倉市稲村ヶ崎
趣
味:マリンスポーツ
職
歴:
平成4年3月
平成4年4月
平成9年2月
平成9年7月
平成11年7月
平成13年10月
平成14年9月
平成19年4月
平成20年2月
平成24年11月
平成27年4月
平成29年10月
現在に至る

江藤博一 会員
明日から中国広州に原田さんの打合せと現調で行ってき
ます。来年の国際の事業への参加、お願いします！
！

明治大学 経営学部経営学科卒業
当行入行 愛川支店配属
本店営業部営業第1部
本店営業部営業第1部 主任
本店営業部営業第1部 課長代理
相模原駅前支店 課長代理
相模原駅前支店 課長
融資部 主任融資役
融資部経営サポート室
グループ長兼主任融資役
湯河原支店 支店長
新橋支店
支店長
平塚支店
支店長

清水雅広 会員
今日は木曜日です。今週3回ゴルフやってます。明日もコン
ペです。
プロゴルファーは大変だな！と思いました。社用に
て早退します。
◎雑誌委員会 委員 桐本美智子
ロータリーの友 2017 年第 65 巻第 11 号（Ｐ18 〜Ｐ19）
「ポリオ撲滅に関する寄付」の記事の紹介
ロータリーの友の記事の読み方について説明、ヨコ書
きの記事は世界に関する記事／タテ書きの記事は日本
に関する記事等。
メークアップ（MUP)

幹事報告

◎インターアクト年次大会が明日3日に開催されます。
杉山会長エレクト、森誠司インターアクト委員長が出席
されます。
◎11月16日
（木）の例会に大谷ガバナーの公式訪問があり
ます。例会終了後に大谷ガバナーを囲んで入会3年未満の
会員と理事会構成メンバーとの意見交換をするお茶の会を
開催致します。該当の会員はご出席をお願いいたします。
（葛西敬、米山俊二、嶋田政光、瀬尾光俊、元吉裕員、今村
佳広、柳川信男、小林誠、永瀬剛司、竹下徹洋、玉井常裕、
堀康紀、栗原良彰、米山範明、梅干野修司、上野雅俊、
山口紀之、平井敬規、鈴木成一、勝田道文会員）
◎平塚南RCより公開例会のご案内が来ました。
日時：2017年11月17日(金) 12:30開会（12時より受付）
場所：平塚プレジール5階 高砂の間
◎ 馬上 晋

4名

常盤卓嗣会員、森誠司会員、元吉裕員会員、柳川正人会員

◎本日は、
この度横浜銀行平塚支店支店長に就任されまし
た勝田道文（かつたみちふみ）様の入会式を行います。

クラブ会報委員会

葛西 敬

本日のスマイル

15名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
11月 9日
（木）
11月16日
（木）
11月23日
（木）
11月30日
（木）

卓話 （株）明治安田生活福祉研究所
主任研究員 横田直喜様
大谷ガバナー公式訪問
祝日のため休会
夜間例会
米山範明会員の入会記念卓話
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

