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百花繚乱
 ～ 1人 1人の輝きが煌めく未来をつくる～

卓 話
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平塚商工会議所青年部（YEG）
会長　牧石高明様

卓話

牧石高明様

　平塚商工会議所青年部（平塚 YEG）は今年度、『百花
繚乱 ～ 1人 1人の輝きが煌めく未来をつくる～』とい
うスローガンのもと、会員数 118 名で様々な事業に取
り組んでいます。YEGへの入会理由は自社の発展、人
脈作り、自己研鑽、地域貢献等、それぞれ思いも考え
方も違います。しかし、それらは入会すれば誰かから
与えられるものではなく、自分たち自身がどれだけ積
極的に関わっていくかに関わっています。1人 1 人が
力を発揮し、輝くことで、個々の成長につながるだけ
でなく、それが平塚 YEGの発展、そして地域の活性、
さらには未来をつくっていくと考えています。
 　2年後の平成 31年度には、平塚 YEGは創立 30周年
を迎えます。そこに向け、さらなる飛躍をするために、
今年度は次の 3つのテーマを活動の中心に据え、活動
しています。
 　

1つ目は、会員拡大です。平塚 YEGに入会して以来、
他では経験の出来ない貴重な経験をさせてもらい、多
くの仲間にも恵まれ、成長させてもらったことに感謝
しています。そして、だからこそ、まだ見ぬ多くの若
い経営者にも YEGを知ってもらい、共に活動したい、
そんな思いから会員拡大を進めていきたいと思います。
　
　2つ目は、絆の強化です。会員数が増えれば増える
ほど、会員全体の関係性は希薄になりがちですが、YEG
が行う事業では、1人でできるものはありません。必ず
仲間の協力が必要になります。どれだけ仲間のために
協力できるか、そして、協力してもらった方は感謝を
する。経営者にとってYEG活動は義務ではありません。
思いで動きます。だからこそ、この協力と感謝の思いを
大切にして、強い絆を作り上げていきたいと思います。
　
　3つ目は、個の成長です。会員は 45 歳までという限
られた時間の中で活動しています。せっかく YEGに入
会したのであれば、卒業までに経営者として大きく成
長してもらいたい。なんとなく活動していては、成長
はありません。目的意識をもって、本気でやるからこ
そ、成長できると思います。本気で取り組めば、人と
して、経営者として必ず得られるものがあり、各社の
発展、YEGの活性につながるものだと思います。その
ために、事業１つ１つに本気で取り組みんでいきます。

卓話が終わり片野会長と記念写真です
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委員会報告

2月15日（木）
2月22日（木）

➡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

・雑誌委員会　委員長　西村裕子
　ロータリーの友 2018 年第 66 巻第 2号（横書きＰ22－
　23）世界のロータリーニュースの記事紹介。世界各地で
　起きている問題、例えばカンボジアでの狂犬病の問題、
　ナイジェリアでの難民の問題等。各国のＲＣのメンバー
　がその問題解決に取り組んでいる姿が良く解ります。
　同号（縦書きＰ19）友愛の広場 ＹＯＵ ＡＲＥ ＲＯＴ
　ＡＲＹ　明石西　多胡健吾会員の記事紹介。何故、
　この表現を使うのか？をとても考えさせられる記事でした。
　２つの記事はとても意義深いと思いましたので、是非、
　皆様ご一読ください。

・青少年委員会　委員長　瀬尾光俊
　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。参加人数が少し不足気味です、会員
　の皆様におきましては、是非、ご出席お願いいたします。

◎ 今週の土曜日2月10日に第8グループIM（ホストクラブ
     ：平塚南RC）が開催されます。
　受付は 13:30より平塚プレジール 6階となります。
　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。
　また、10日が IMとなりますので、来週の15日 (木 )は
　移動例会となり、お休みとなります。ご注意ください。
 
◎ 第9回インター・ローターアクト委員会が開催されます。
　日時：2月 17日（土）　13:00 ～ 16:50
　場所：第一相澤ビル
　森インターアクト委員長が出席されます。
 
◎ 平塚市緑化まつり第2回実行委員会が開催されます。
　日時：2月 19日（月）　10:00 ～ 11:00
　瀬尾青少年委員長が出席されます。
 
◎ 「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。
　参加者がまだ若干少ないようです。
　このマラソン大会は平塚RC主催の行事となっております
　ので、多くの会員のご協力をお願いいたします。
 
◎ 今年度の職業奉仕委員会による会員健康診断はプログ
　ラム日程表では3月1日(木)となっておりますが、小笠原
　先生との話し合いで4月5日（木）に変更となりました。
　3月に入りましたら改めてお知らせをいたします。
 
◎ 2018-19年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを
　回覧しております。
　一冊 600円＋消費税です。お申し込みの方はご記入願
　います。締切は 2月22日（木）といたします。
 
◎ 次・クラブ指導者に向けた「公共イメージ＆社会・
　国際奉仕セミナー」が開催されます。
　日時：3月 7日（水）　受付 14:00 ～
　場所：アイクロス湘南 6階
 
◎ 会長エレクト研修セミナー（PETS）が開催されます。
　日時：3月 13日（火）　登録　9:30 ～　
　場所：藤沢商工会館ミナパーク
　杉山エレクトが出席されます。
 

牧石高明様

幹事報告

柏手茂、清水雅広会員

◎ 薬物乱用防止推進地域連絡会が開催されます。
　日時：3月 13日（火）　14:00 ～ 16:00
　場所：平塚保健福祉事務所　3階
　鳥山社会奉仕委員長が出席されます。
 
◎ 次年度のための地区研修・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
　次年度の各部門委員長、担当者の方のご出席をお願い
　致します。
 
◎ 日本ロータリー財団と米山記念奨学会の確定申告用
　寄付金の領収書をお渡し致します。
　まだ受け取られていない方は受付にお寄りください。

 牧石 高明様（まきいし たかあき）
 
株式会社 平伸機工 取締役
平成 29 年度平塚商工会議所青年部 会長
1976 年 9月24日生  41 歳
 
1992 年 神明中学校卒業
1995 年 関東学院六浦高等学校卒業
1999 年 国際基督教大学（ICU）卒業
1999 年 日本ボルチモアテクノロジーズ入社
2007 年 平伸機工入社
2009 年 平塚商工会議所青年部入会
2017 年 平塚商工会議所青年部 会長就任

卓話者ご紹介


