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！
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5 月 31 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 36(35) 名

出席率 60.00 %

前々回

5 月 17 日

会員数 61 名

対象者 59 名 出席者 45(44) 名

出席率 75.00 %

入会（平成 29 年 8 月 3 日入会）記念卓話
有限会社 太陽ヘルス
代表取締役 平井 敬規会員

卓話

入会記念卓話「平井をよろしく！！」

有限会社 太陽ヘルス
代表取締役 平井 敬規

まず、このような場所で卓話させていただく機会を与
えていただきありがとうございます。拙い内容になるかも
しれませんがお付き合いください。
昭和 46 年 5 月 18 日生まれで、亥年のおうし座です。
現在の住まいは豊原町です。家族構成は大学生の息子
と娘、高校生の娘が 2 人。中学生の息子の５人の子供
と妻の７人とミニチュアシュナウザー１匹で暮らしています。
４年前に再婚し、豊原町に引っ越してきました。江南
交通さんのすぐそばです。それ以前は、ずっと真土で、
うまれ育ちました。年少の頃、近くの広場で下は幼稚園
児から上は小学校高学年まで様々な年代の子供たちと一
緒に遊び、年上の人から野球、サッカーを始めさまざま
な遊びを教わりました。いまの子供たちの遊びを見てい
ると、当時の私は、いろいろなことを教えてもらえる上級
生が身近にいて、恵まれていたなあと思います。真土小
学校、大野中学校を卒業し、湘南工科大学附属高校に
入学いたしました。
高校では陸上部に所属し主に 100m、200m や 400m
リレーを練習しました。高校生活では陸上部をとおし頑
張れば自分に帰ってくるし、頑張らなければ結果もつい
てこない。ということを学べたことが収穫だったかもしれ
ません。高校を卒業し、大学は受験勉強という努力をし
なかったのでどこも受け入れてもらえず、東京写真専門
学校へ進学しました。ここでは放送芸術を専攻しました。
卒業後は複数の会社にお世話になり、平成 21 年太陽
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ヘルス取締役に就任。平成 28 年代表取締役に就任いた
しました。
主な事業といたしまして、居住用アパートの賃貸業を
営んでおります。現在、アパート 9 棟 88 戸の賃貸管理を
行なっております。また、今年の２月に完成したガレー
ジハウスは趣味と住居のコラボレーションで新しいアパー
トとして誕生しました。
趣味は釣り。主にルアーフィッシングで海ではスズキな
どからメバル アジなどを陸っぱりで釣っています。他に
はドライブ、Z4 は 2010 年式ですが 10 万キロを超えてし
まいました。よく壊れる車ですが、かえって愛着があります。
また、
この車は BMW 最後の NA の直６で結構 気に入っ
てます。旅行もよく行きます。それ以外の楽しみとして、
お酒は大好きです。どっちかというと飲まれるのが好きか
もしれません。以前、バカラのロックグラスを買うために
銀座の三越に行きました。そこでバカラの店員の女性の
方と話したのですが、その会話の中で、グラスによって
お酒の味は変わるかという話題になりました。バカラの
女性は変わらないと言いました。気の持ちようだそうでこ
れにはびっくりです。私は変わると思うのですが、、、
どうなんでしょう？変わると信じて、リーデルのコニャック
グラスで家ではウイスキーをストレートで飲んでいます。
それ以外では写真を撮るのが趣味になるかと思います。
この写真のレンズは重いです。旅行に行くときに持って行
くのですが、邪魔です。リュックに詰めて移動するのです
が、結局使わずにずっと持ち歩いたこともあり、あと、日
曜大工でベランダにウッドデッキを作りました。最近御朱
印を集めることも始めました。集まってくると結構楽しくな
ります。ご利益がありそうです。描いてもらう人によって
文字や書方など様々でそういった楽しみもできました。
２月に完成したガレージハウスは専有面積が 60 から
70 平米。専用庭付き。ガレージの中はガスコック、200V
充電、TV ジャックなどの充実設備とともに壁面には付け
柱を設置し、棚なども設置しやすくしました。６月３日に
内覧会を開催します。夜 19 時までやっておりますので
ちょっと見にきてください。
以前勤めた会社に鈴木修建設という建設会社があります。
そちらの会社にお世話になって、不動産賃貸業や土地建
物の取引などを勉強させていただきました。
最近、サブリースなどが社会問題になっていますが、
私が聞いた投資話で一番驚いたのが、通常、不動産投資
というと利回りが何パーなどと表現して儲かるような言い
方ですが、それは月づき１万円払えばマンションが手に
はいるというものでした。およそ数千万の投資業者のマン
ションを購入し、賃料収入とプラスで支払いがあるとのこ
と。例えば 25 年ローンが終われば 300 万の支払いで数
千万のマンションが自分のものになるとのことでした。
ものはいいようなんだあと感心しかありませんでした。
最後にこの平塚ロータリークラブで皆様に出会えたこ
とを感謝いたします。未熟者ではございますが、今後と
もご指導よろしくお願いいたします。

平塚ロータリークラブ 週報 3156 号
10 時より湘南スターモール：まちかど広場にて第８グル
ープの７RC 合同で、END POLIO NOW キャンペーン
を湘南ひらつかよさこい祭りの中で行います。現在、11
名の会員の皆様が参加予定です。当日は、よろしくお願
いいたします。

卓話者ご紹介
平井 敬規（ひらい たかのり）
昭和 46 年 5 月 18 日 平塚市生まれ 46 歳
真土小、大野中、湘南工科大学付属高校を卒業後、
東京ビジュアルアーツ専門学校で放送芸術を学ぶ。
平成 21 年父の経営する太陽ヘルスへ入社。
昨年８月代表取締に就任。

・梅千野修司 会員
平塚 RC 元会員の古屋守久会員のお別れ会のご案内で
す。6 月 18 日（月）、午前 10 時〜 12 時、ホテルサン
ライフガーデンにて行います。平服での参加も可能と
なっておりますので故人を偲んで頂ければと思います。
尚、お香典につきましては謹んでご辞退させていただ
いておりますのでご了承ください。

豊原町に妻と子供５人で住む。
趣味は釣り。主にルアー釣りで海、川、湖問わず陸っ
ぱりで釣行に励んでいる。
今年、３月商工会議所青年部を卒業し現在に至る。

・鳥山優子 会員
JTB スポーツのツアー開催のご案内です。以前、当クラブ
にて卓話をして頂いた柳田真孝選手のスーパーレース
観戦ツアーを JTB の益山会員に企画をたてて頂きました。
日程は 7 月 21 日〜 7 月 23 日となっております、詳細に
つきましては、テーブルの上に置いてある資料をご確認
下さい。皆様、奮ってご参加下さい。

幹事報告
◎下期情報集会が開催されていますが、集会終了後に各
グループ幹事は皆様の意見をまとめた報告をデータで
事務局へお送りください。
今回のテーマは「ロータリー活動を更に楽しむためには
どうしたら良いか」です。報告会は次週の例会６月７日
（木）に行います。
◎6月3日（日）10:00から「ロータリーデー」が開催さ
れます。
まちかど広場にて END POLIO NOW キャンペーンでポリ
オ撲滅のための募金活動を行います。設営、風船の準
備、募金活動を 12 名の会員が協力してくださいます。
◎6月3日（日）「湘南よさこい祭り」が開催されます。
クラブからは片野会長が開会式に出席されます。
◎6月4日（月）次年度会員増強・会員維持セミナーが
開催されます。
杉山会長エレクト、木村次年度幹事、嶋田次年度会員
増強委員長が出席されます。
◎平塚市七夕まつり協賛金のお願いを先週いたしました。
皆様よりお申込みを頂いておりますが、まだの会員は
早めにご回答を事務局までお願いいたします。

誕生祝いの片野会長と還暦の梅干野会員

◎２月にお申込み頂きましたロータリー手帳が届いてお
ります。
ご予約されてまだ受け取られていない会員は例会後に
受付にて１冊￥700 でお受け取り下さい。お名前は、
今村、上野、木村、杉山、森会員です。予約されてい
ない方もお受けできますので、お申し出ください。

平井敬規会員
本日のスマイル
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委員会報告
・会員研修委員会 委員長 関口幸恵
５月 24 日、平塚商工会議所２F 特別会議室にて第３回
新会員セミナーを行いました。本年度最終回でしたが、
研修会及び懇親会に 29 名の会員にご出席いただきまし
た。ロータリーのことを考えるきっかけになったら嬉し
いです。ご参加の会員の皆様どうもありがとうございま
した。
・公共イメージ委員会 委員長 柏手茂
ロータリーデー開催のご案内です。6 月 3 日（日）
、午前
クラブ会報委員会

◎ 馬上 晋

1名

メークアップ（MUP)

秦野 RC 上阪哲也様（昼間にご来場でした）
卓話・行事予定
6月07日
（木） 情報集会報告会
6月14日(木) 100%出席例会
市内例会変更
平塚西RC

○ 青山 紀美代

6/13（水） 休会 納会へ移動例会
6/27（水）→23日
（土）

西村 裕子

清水 雅広

