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

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly

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
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2018 年 10月 14 日
日10 月 14 日 会員数 59 名
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9 月 27 日

会員数 59 名

第 3175 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3175 号

対象者 57 名 出席者 59(57) 名

出席率

対象者 57 名 出席者 36(35) 名

出席率 62.07 %

国際ロータリー 2780 地区

MUP

0名

計

36

名

62.07 %

地区大会参加報告

今年のホストクラブの、
茅ケ崎湘南 RC の小川会長より、
歓迎の言葉のあとガバナー挨拶・地区の近況報告があり
ました。まず、挨拶の中で、「インスピレーションにな
ろう」の RI テーマを感じながら地区大会を楽しんでいた
だきたいと話され、そのあと、
ＲＩ会長代理の経歴、13 日
の指導者育成セミナー、14 日の大会記念講演の米山学友
の徐重仁様とロータリー財団学友の鈴木俊介様の経歴の
紹介と講演のテーマを話されました。地区の近況報告で
は、新しい２クラブが、国際ロータリーに認証されたこ
とや厚木中ローターアクトクラブが認証されたことを話
されていました。最後に、新しいクラブとともに、ロー
タリーの奉仕の理念の現実に向かってともに前進しましょ
う。２日間の地区大会を新しく参加した仲間とともに楽
しみましょうと締めくくられました。

12 時半、脇 洋一郎ガバ
ナーのカーンという点鐘が

茅ケ崎市民文化会館

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）

100 %

2018‐19 年度

10 月 14 日 ( 日 ) 茅ケ崎市
民文化会館に 12 時集合・受
付後に集合写真を撮り、会場
内に入りました。当クラブか
らは、杉山会長、木村幹事を
はじめ、
25 名が参加しました。

例会日
会 場
事務局
連絡先

修正率

本

幹事：木村 義広

地区の公共イメージ委員会
で活躍する小林会員

会場内に響き、開会となりました。
会場内を見廻すとほぼ満席の状態でした。そして、日
本国国歌、韓国国歌、ローターリーソングが斉唱され、
茅ケ崎湘 RC 原田進大会実行委員長より開会の言葉があ
りました。
物故会員への黙祷、ガバナーよりＲＩ会長代理、地区
外御来賓、地区内ＰＧ・姉妹地区の参加者が紹介され、
本年度の RI 会長代理は、豊田 RC 第 2760 地区斎藤直美
パストガバナーそして、姉妹地区からは、第 3662 地区
申永敏ガバナー（シンヨンミン）のご出席をいただきま
した。続いて、各グループのガバナー補佐より地区内参
加クラブ・新クラブの紹介がありました。新たに誕生し
た本厚木 RC（会員数 38 名）と、相模原かめりあ RC（会
員数 28 名）も紹介され相模原かめりあ RC クラブは、
会員が女性だけのロータリークラブです。

RI 会長メッセージ・現況報告を齊藤ＲＩ会長代理が代
読、その後記念事業の披露と脇ガバナーより各団体へ目
録が贈呈されました。記念事業は、神奈川県の「かなが
わトラストみどり基金」
、茅ケ崎市の「文化振興基金」
、
ロータリー財団、米山記念奨学会、
ＡＭＡＤＡ社会開発機
構へは、
「ミャンマー・マイクロファイナンス事業」です。

脇洋一郎
ガバナーご挨拶

新世代紹介

記念事業目録贈呈

平塚ロータリークラブ 週報 3175 号
来賓祝辞では、神奈川県より浅羽副知事、茅ケ崎市長代
理、姉妹地区より申ガバナーよりお祝いの言葉をいただ
きました。地区大会での会長・幹事会報告の後、地区大
会決議採択を決議第１号〜決議第 14 号を滞りなく採択
されました。
新世代紹介では、青少年交換／ＲＯＴＥＸ、ローター
アクト、インターアクト／学友、米山奨学生／米山学友、
財団学友が紹介され、平和 表彰を受ける皆さん
フェロースピーチでは、ガン
ビアからウスマン・ゴメズ氏
が、自分の経歴を話され、2780
地区の皆様にお世話になり感
謝の言葉で締めくくられました。
長寿会員、ロータリー財団表
彰、
ＲＩ会長賞、出席率優秀
クラブ、ロータリー財団寄付優秀クラブ、米山奨学会寄
付優秀クラブ、米山奨学会寄付達成クラブの表彰があり、
当クラブからは、小泉芳郎会員、升水富次郎会員、小笠
原勲会員が表彰されました。

最後に脇ガバナーからの謝辞に続き、実行副委員長の
加藤副委員長より閉会の辞で締めくくりました。定刻の
17 時にガバナーが点鐘し、本会議を終了しました。
本会議終了後、会場を茅ケ崎市総合体育館に会場を移
して、大懇親会が行われました。脇ガバナーの開会に続
いて、第 4 グループ 生駒英之ガバナー補佐の乾杯で始
まりました。
懇親会には、徐さんも参加し 2780 地区のロータリア
ンとの親睦と友情を深めました。アトラクションは、平
塚出身、茅ケ崎在住の浜辺のフォークシンガー「Temiyan．
テミヤン」の独自のアコーステックな湘南サウンドを聴
きながら、盛況なうちに地区大会のすべてのプログラム
を終えました。出席いただいた会員の皆様お疲れ様でした。

懇親会で乾杯する
生駒ガバナー補佐

１つ目の記念講演は、
「人生の出会い」をテーマにして、
米山学友・台北東海ロータリークラブ初代会長 徐 重
仁氏の講演でした。徐さんは、平塚 RC がお世話した方
で特に松田さん、元吉さん、水越さんに感謝しています
と講演会の中で映像を流してくれました。

浜辺のフォークシンガー
「Temiyan．テミヤン」

徐さんも懇親会に参加

記念講演をする徐さん

ＡＭＤＡ鈴木理事長の
記念講演

２つ目の記念講演は、
「今日の生活と明日の希望の実現」
―家族の物語が変わる、ロータリーの支援で−をテーマ
にして財団学友・特定非営利活動法人ＡＭＡＤＡ社会開
発機構 鈴木 俊介氏の講演でした。
アトラクションでは、 津軽三味線安部兄弟の
アトラクション
金三郎、銀三郎の阿部
兄弟の津軽三味線の演
奏を楽しみました。脇
ガバナーより、杉岡芳
樹ガバナーエレクト
( 相模原 RC) の紹介・
挨拶のあと、久保田 英
男 ( 鎌倉 RC) ガバナーノミニ―の紹介がありました。
来年のホストクラブの相模原 RC 鈴木会長エレクトよ
り、ご挨拶いただき RI 会長代理の齊藤様より大会を顧み
て、御講評をいただきました。脇ガバナー夫妻より、
齋藤ＲＩ会長代理夫妻に記念品・花束贈呈と大谷直前
ガバナーに記念品・花束贈呈がありました。

懇親会での記念写真

メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル

0名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
10月18日
（木）地区米山奨学・米山学友委員会
委員長 澤田君雄様
副委員長 常盤卓嗣会員
10月25日
（木）平塚まちなか美術館
実行委員長 北澤桃子様

クラブ会報委員会

現在ございません。

市内例会変更

ＲＩ会長代理からの記念品を受ける脇ガバナー
◎ 青山 紀美代

○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

