2018-2019 年度 RI テーマ ：インスピレーションになろう 〜BE THE INSPIRATION 〜
HIRATSUKA RC テーマ
：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

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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7 月 26 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 41(39) 名

出席率 69.49 %

前々回

7 月 12 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 42(40) 名

出席率 71.19 %

本日の卓話者ご紹介
第8グループガバナー補佐
百瀬 恵美子様

卓話

「補佐訪問にあたって」

第 8 グループガバナー補佐
百瀬 恵美子

ガバナー公式訪問に先立って、平塚 RC を訪問させてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
脇ガバナーの紹介の映像を見て頂きましたが、いかが
でしたでしょうか？ ( 平塚 RC のホームページから見るこ
とができます。) 脇ガバナーの下で昨年より 10 回の研修
を受けてきました。その中でガバナーの素晴らしい人格
に触れることができました。映像からも真面目で楽しい
人であります。ロータリークラブのため、ロータリアン
のためにどんなことにも対応してくださる人で実行力の
ある方です。
平塚 RC の活動計画書には、RC の課題や希望、奉仕活
動など相談されてみてはいかがでしょう。公式訪問には、
皆さんの思いをぶつけてみては、いかがでしょう！
本年度は、マイロータリーの登録者を増やしたいと考え
ています。会員増強については、地域やクラブに合った
目標計画を立ててほしいと思っています。アンケートを
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参考にして目標に向かって取り組んでいただきたいと考
えています。
IM では、清水実行委員長さんをはじめ、平塚 RC の皆
さんには大変お世話になります。
さて、私の自己紹介をさせていただきますと、2005 年
10 月 6 日に大磯 RC に入会し今年で 13 年目になります。
まだまだ、未熟ですがガバナー補佐というお役を一生懸
命に務めていきます。今まで続けてこられたのは、河本
パストガバナーの存在があったことが大きな意味を持っ
ています。河本さんと一緒にやらせていただけることは
ロータリーの歴史にまた一つ良い経験を積ませていただ
けることに感謝しています。
私は、平成 11 年から 12 年間、大磯町議会議員をやら
せていただいた時期があります。町民のために寄り添え
る議員になりたいと考える日々でした。町民より相談を
受け、暗い道に街灯をつけてほしいという要望に応え実
現しました。しかし、そのことに問題があることを知り
ました。道路が明るくなることの喜びと、そのことによ
り明るくなることは、プライバシーの侵害と草花の育成
に影響が出てしまうなど一つのことに対していろいろな
人がかかわってくることも知りました。街灯一つ設置す
るには、周りの人、地域の人と話し合いを行い、電柱の
高さ、明るさ、方向など決めていくことの必要があるこ
とを学びました。人に寄り添える事の難しさを実感しま
した。今、考えてみるとロータリーの四つのテストであ
ると感じました。モットーとしていることは、東京ディ
ズニーランドのリピート率が 9 割以上を誇っている、日
本で一番、客満足度が高いと言われています。ディズニー
の創立者のウォルトディズニーの言葉に「与えることは
最高に喜びなのだ。他人に喜びを運ぶ人は、自分自身の
喜びと満足を得る。」とありロータリーの精神に通じる
かと今は思っています。
ロータリアンに喜びを日々運べるよう研鑽を積んで働
きたい、それでこそロータリーを口ずさみながら、一年
間頑張ります。
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幹事報告

卓話者ご紹介

◎本日は平塚南ロータリークラブの百瀬恵美子ガバナー補佐
と河本親秀ガバナー補佐幹事が訪問されています。
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◎この度、湘南ステーションビル（株）平塚店の栗原店長が
異動となりました。
代わりに丸茂 淳(まるも あつし)様が平塚店店長にご就任さ
れましたので、本日ご挨拶にいらっしゃいました。
◎先週ご案内いたしました「国際ロータリー第2780地区
2018〜2019年度地区大会親睦ゴルフコンペ」
の参加者が
まだ少ないので多くの会員の参加をお願い致します。

委員会報告
・親睦委員会より
8/24ひらつか花火大会
18時30分点鐘
19時〜20時花火大会
先着30名、早目のお申し込みお待ちしております。
2名

メークアップ（MUP)
秋山 智、米山俊二会員

新・旧のガバナー補佐とガバナー補佐幹事、
杉山会長、木村幹事

本日のスマイル

20名

ゲスト

1名

湘南ステーションビル平塚店長

丸茂 淳様
2名

ビジター
大磯ロータリークラブ
大磯ロータリークラブ

百瀬ガバナー補佐
河本ガバナー補佐幹事

卓話・行事予定

写真左）栗原会員の異動による退会のご挨拶
写真右）栗原会員の後任となられる
湘南ステーションビル（株）取締役平塚店長 丸茂 淳様

クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

8月 2日(木）
8月 9日(木)
8月16日(木)
8月23日(木)

大磯町参事 佐川和弘様
脇洋一郎ガバナー公式訪問
休会
→24日(金) 移動夜間例会
第68回湘南ひらつか花火大会見学
現在ございません。

市内例会変更

○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

