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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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2 1 60 58 42(40) 70.00

1 8 60 58 68.33 71.67432MUP

「レーシングスポーツの魅力」
卓 話 報 告

41(40)

　13歳の時に、レーシングカートを始め、1996年に全
日本カート選手権に参戦する。 
1997 年、当時のフランス国営会社エルフのスカラシッ プ 
（現 TOTAL) を獲得し、フランスに渡り、フォーミュラ・
ルノ ー・エルフ・キャンパスに参戦、開幕戦にて 4 輪
デビューウィン。199 8 年は、フォ ーミュラ・ルノー
シリーズに参戦をする。 
　2年間のフランスでの活動を終え 1999 年に日本へ帰
国し、フォーミュラドリームに参戦。活躍が長谷見昌弘
氏目のに留まり、 2001 年にハセミモータースポーツより
全日本GT選手権（現 SUPER   GT)  、GT300 クラスにて
デビューするとともに、全日本 F 3 選手権にもデビュー。 
　2003 年には、全日本GT選手権 GT300 クラスにて
初のシリーズ チャンピオンを獲得。2005年に、GTSOO
クラスにステップアップし、NISMO   ( NISS AN ワーク
ス）チームヘ移籍。2006 年には、KONDO RACING よ
りフォーミュラニッポンにも参戦。2009年は、スーパー
耐久シリーズ STcl ass l  シリーズチャンピオンを獲 得。
　2010 年には、ハセミモータースポーツにて自身二度
目となる、GT300 クラスシリーズチャンピオンを獲得、
また前年に続いてスーパー耐久シ リーズにおいても、
STcl assl  シリーズチャンピオンを獲得。 
　2011 年には、M OLA   (Sro ad MOLA GT-R) チームに
移籍、再び GTSOOクラ スに参戦し、第 4戦 SUGO で
GTSOOクラスでの悲願の初優勝をし、勢いそのままに
自身初のGTSOOクラスシリーズデビューチャンピオン
を獲得。GT300、GTSOOの両クラスをまたぐ形での史
上初の連覇を達成し、SUPER GT シリーズにて唯一GT300、 
GTSOOの両クラスでシリーズチャンピオンを獲得した
レーシングドライバーとなった。 
　翌 2012 年も GTSOOクラスシリーズチャンピオンを
獲得し、同チーム、同パートナーでの連覇を達成、シリー
ズ史上初の偉業を成し遂げる。
　2016 年シーズンは、近藤真彦監督率いる、KONOORACING
に復帰し、シーズン最多勝となる、2度の優勝を果たす。 
　2017 年からは、主戦場をGT300 クラスに移すととも
に、蒻国  CJ KOREA SUPER RACE にも参戦し、初参戦な
がらシーズン2 勝をし、チームタイトル獲得に貢献する。 
現在は、国内の SUPER GTシリーズを中心に、海外のレー
スにも参戦しながら、積極的なメディア出演や、自身で
のイベント開催、YouTub  e を中心に   各 SNS で情報発
信をしながら、モータースポーツの普及に努めている。

卓話者ご紹介

レーシングドライバー
柳田真孝様

卓話

柳田真孝様

柳木真孝（やなぎだ　まさたか）様

生年月日 : 1979 年 6 月 4 日
血液型 : RH+AB  
身　長：174cm　体　重：63kg
出身地：東京都

　まず見た目より漂う「出来る男感」がハンパではな
くイケメン男子の柳田様。ご紹介を頂きました鳥山会
員の友好関係の深さにも驚きつつ、とても貴重なお話
を拝聴する機会となりました。
　究極に結果を求められるプロの世界でチームとして
戦うことの厳しさや素晴らしさ、また、未来のレーシ
ングスポーツへの展望など私には計り知れない世界だ
な～と感心し、すっかり柳田様とGTのファンになって
しまいました。機会がありましたら地元平塚のレンタ
ルカートでお試しを (^^)/
（私のように体重が重いとスピードでないそうです・・）

プログラム委員会　委員長　秋山智
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クラブ会報委員会　◎ 馬上 晋　○ 青山 紀美代　西村 裕子　清水 雅広

メークアップ（MUP)

本日のスマイル

ゲスト

ビジター

卓話・行事予定

市内例会変更

2名

18名

1名
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委員会報告

2月08日（木）
2月15日（木）
2月22日（木）

YEG会長　牧石高明様
➡10日(土)　　I.M.
夜間例会　神道扶桑教 管長 宍野史生様

平塚西RC　　2月14日（水）　➡　休会

・第８グループ幹事　　幹事 　清水雅広
　2月10日のＩＭについてですが、現状、出席率があま
　り芳しくありません。登録は、全会員完了しておりますの
　で、ＩＭ３部構成のどこでも結構ですので、お時間を調
　整して頂き、ご出席お願いいたします。

・会員研修委員会　委員長　関口幸恵　
　２月８日（木）、１８時半、平塚商工会議所にて第２回
　新会員研修セミナーが開催されます。大谷ガバナーが
　出席され、他クラブ会員も出席予定で、交流を広げる良
　い機会でもありますので、新会員以外の方も是非、ご出
　席下さい。懇親会はトラットリアリトルターンにて会費
　3,000 円当日徴収です。よろしくお願いします。

◎2月8日(木) 18時30分よりの「第二回新会員研修セミナ
　ー」にご出席と回答を頂いた会員の方でセミナー後の
　懇談会は欠席という方は受付までお申し出ください。
　食事の準備がありますので、よろしくお願いいたします。
　日時：2018 年 2月8日（木）　18 時 30 分より
　場所：平塚商工会議所第二会議室
　会費：食事代として3,000 円（一部クラブ負担有）

◎2月10日（土）に第8グループIM（ホストクラブ；平塚
　南RC）が開催されますが、2時過ぎより昨年のIM以降
　に入会された新会員の紹介が各クラブごとにあります
　ので、新会員の方はその時間だけでも可能でしたらご
　出席をお願いいたします。
　
◎「第48回平塚市少年少女マラソン大会」が3月3日（土）
　に開催されます。
　本日が回答締切となります。出欠表を回覧いたしますが、
　お弁当の手配がありますので、未回答の方はご回答を
　お願いいたします。
　日時：2018 年 3月3日（土）　
　受付：午前 8:00より
　開会式：午前 9:00
　閉会式：午後 12:00（予定）
　場所：Shonan BMWスタジアム（平塚競技場）
                 正面玄関
　会員の方は 8:30までに会場にお集まりください。

◎先週お知らせ致しました大磯ロータリークラブ主催の
　東日本大震災孤児・遺児支援のチャリティーコンサー
　トのお申し込みがまだ少ないようですのでぜひ皆様の
　ご協力をお願いします。
　日時：平成 30 年 3月11日 (日 )　
　　　　13:00 開場　14:00 開演
　場所：大磯海の見えるホール（
　　　　大磯駅より徒歩 1分「聖ステパノ学園」内

謝辞をする清水副会長

柳田真孝様

幹事報告

升水一義、瀬尾光俊会員

　入場料：￥2,000
　お申し込みされる方は受付けまでお願いいたします。
　ご家族ご友人をお誘い多くの方の申し込みをお願いいた
　します。

◎第45回平塚市緑化まつりが開催されます。
　今年度も当クラブより「巣箱づくり教室」を出展参加致
　します。
　日時：4月 28日（土）　9:00 ～ 17:00
　皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◎ロータリーDayの日程が決まりました。
　今年は 6月2日（土）です。まだ少し先のことですので、
　これから詳細がきまります。
　決定次第ご連絡を致します。

◎地区研修・協議会開催のお知らせ
　日時：2018 年 4月8日 (日 )　　
　　　　登録　　11:30 ～ 12:30
　　　　研修・協議会　12:30　点鐘
　場所：神奈川県立保健福祉大学


