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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4 月 26 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 34(33) 名

出席率 56.67 %

前々回

4 月 12 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 46(44) 名

出席率 75.41 %

本日の卓話者ご紹介
株式会社 野村総合研究所
顧問 平林新一様

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）
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一軒、瓦礫を運び出しながら丁寧に捜索したことで、か
なりの行方不明者を発見することができました。隊員達
が、
「一人でも多くの方をご家族にお返しする」を合言葉
に、強い気持ちで捜索してくれたからこそと思っています。
捜索した多くの地域で、神社が高台にあり被害が少な
いことに気がつきましが、陸前高田市では、町を広く見
下ろす丘に建立された神社の境内に、避難された方々が
一夜を過ごしたであろう焚き火の跡が残っていました。
境内から高田城址に続く道を歩いたところ、瓦礫の町
からは想像もつかないほど、とてもきれいな桃の花が見
事に咲き誇っており、まさに行方不明の方々が集まって
いる桃源郷を感じ、思わず手を合わせてしまいました。
このような大惨事は二度と起きてもらいたくはありませ
んが、捜索に従事した隊員達は、誰よりも命の尊さを知
る素晴らしい警察官として皆さんのお役に立つものと確信
しています。

卓話

被災地での捜索活動
株式会社 野村総合研究所
顧問 平林新一
あの忌まわしい東日本大震災から７年が経ちました。
地震発生直後から、警視庁機動隊 10 個隊が順次現地
に派遣されることとなり、私も第六機動隊長として岩手県
陸前高田市を皮切りに、毎月、被災三県で行方不明者の
捜索に従事しました。
初めて被災地に入ったときは、あたり一面瓦礫の山と化
して、地図が役に立たない状況に言葉を失ってしまいま
したが、部隊が被災地に向かう途中、被災者の方が毎日
欠かさずに手を振り、お辞儀をしてくれたことが隊員達に
とっては大きな励みになっていました。
我々は自衛隊のショベルカーのような重機は装備され
ていませんので、スコップなどで人力による捜索を繰り
返したのですが、崖の上の信じられない高さまで打ち上
げられていたり、考えられない場所に押し込まれていた
という発見もあり、津波の恐ろしさを改めて知ることにな
ったわけです。
雪が舞う寒さから暑い時期へと時が進むにつれて、捜
索作業も徒労に感じてしまう場面もありましたが、それ
でもご近所の方々からの情報を得て、個別の住宅を一軒

ご友人の平林様のご紹介
する西村会員

翌日が結婚記念日という
西村会員ご夫妻

本日のゲストの皆様と

平塚ロータリークラブ 週報 3151 号
受付開始は18:00からです。
場所：平塚商工会議所 特別会議室

卓話者ご紹介
平林新一様

63歳 東京都出身

1992年10月

国連カンボジア暫定統治機構に
文民警察官として参加

1997年7月

在英国日本大使館 二等書記官

2003年3月

警察庁外事情報部
国際テロ対策課 課長補佐

2005年5月

ヨルダン王国派遣 リエゾン担当

2008年2月

警視庁立川警察署 副署長

2009年4月

警視庁警備部警備第一課
危機管理対策官

2010年3月

警視庁本富士警察署長

2011年2月

警視庁第六機動隊長

2012年2月

警視庁警備部警備第一課 理事官

引継ぎ会後に懇親会を、場所をイタリア館に移動して行
います。回答が未提出の方は5月3日（木）までに事務局
へお願いいたします。
また、委員会報告と今年度担当者への質問事項も併せて
ご提出お願いいたします。
◎次年度の会員名簿の記載事項に変更のある方は変更用
紙にご記入の上、事務局へご提出願います。
写真の変更希望の方はメールにてデータでお送りくだ
さい。
◎次回の例会は5月10日（木）となりますが、例会後に
「春の家族会」として、浅草方面へバスにて出発致し
ますので、卓話は無く、1時頃の終了となります。

委員会報告
・友好クラブ委員会 委員長 鈴木忠治
6 月 12 日（火）
・13 日（水）花巻 RC 表敬訪問について

幹事報告
◎先週お願いいたしました、ロータリー財団と米山記念
奨学会への特別寄付ですが、既に多くの会員より申し
出を頂いておりますが、引き続きご協力をお願い申し
上げます。
◎先週の企業訪問でレストランでの食事の際、飲物代を
会費とは別に皆さんから頂きましたが、精算後に残り
ました18,943円を本日スマイルとして納めました。
◎平塚北ロータリークラブよりお知らせです。
5 月 8 日（火）の例会で、2780 地区パストガバナー、
全国石油商業組合連会会長の森洋氏が卓話されます。
卓話のテーマは「低炭素化時代におけるエネルギー社
会の今後」です。
人口減少や電気自動車、水素燃料の普及などでガソリン
の需要が減少していく中、今後のエネルギー社会はどう
変容していくか。長年、石油販売事業に従事し、この
分野に見識の深い森氏から貴重なお話を伺います。
当クラブからは既に 4 名の会員が出席との事ですが、
多くの皆様のご出席をお願いいたします。お申し込みは
当クラブ事務局までお願いいたします。
点鐘は 12:30 です。ビジター費は 2,000 円です。
◎新旧の理事・役員・副役員・委員長・監査役の引継ぎ
会を開催致します。
日時：5月11日
（金）18:30より

クラブ会報委員会

・親睦委員会 委員長 小林誠
「春の家族会」について
本年度の「春の家族会」は 5 月 10 日（木）例会終了後
に浅草自由散策と浅草演芸ホール、割烹吉葉で本物の
土俵がある大相撲の雰囲気たっぷりのお食事処で楽しん
で頂けるよう計画いたしましたので、多くの会員とご家族
の参加をお願いいたします。
連休がありますので、締切を 5 月 1 日（火）とさせてい
ただきます。
メークアップ（MUP)
柏手茂、 馬上晋 会員
本日のスマイル

14名

ゲスト

4名

平林新一様、平林みどり様、西村公男様、吉柳恵子様
0名

ビジター
卓話・行事予定
5月12日
（木） 「春の家族会」
市内例会変更
現在ございません。

◎ 馬上 晋

2名

○ 青山 紀美代

西村 裕子

清水 雅広

