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
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子
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会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 38(36) 名

出席率 64.41 %

前々回 10 月 25 日 会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 34(32) 名

出席率 57.63 %

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

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）

5名

計

39

名

修正率

日 11 月

幹事：木村 義広

66.10 %

記念式典、２０２０年度には神奈川ブロック大会の主管
という１０年に１回の大きな大会が控えております。こ
の現状を踏まえ、２０１８年度の組織運営の大きな目標
として「メンバーの意識向上」を掲げました。その一環
が６月例会の１００% 出席例会の達成であり、年間の
例会平均出席率８３％という結果につながりました。

本日の卓話者ご紹介
（公社）平塚青年会議所
理事長 関口雄一様

また、対外的な事業として「七夕」と「スクール議会」
の大きく２つの柱を設けました。７月例会では、湘南ひ
らつか七夕まつりを会場にして３日間開催しました。見
附台広場での５年目を迎えた「たからいち」を開催し、
市内の飲食店１６店舗、プロの競輪選手による「チャリ
氷」、そして七夕まつりの飾りに使用される竹を活用す
るための「バンブーアート」の展示をおこないました。
さらに、高校生が主役の「ひらつかスクール議会」を開
催し、農業・七夕まつり・海岸という３つのテーマにつ
いて高校生が議論をして平塚市長に提言書を提出しまし
た。

卓話

「青年会議所の活動について」

（公社）平塚青年会議所

理事長

関口雄一

私、関口雄一は１９７２年創業の割烹竹万、二代目主
人の長男として１９７９年に生まれました。割烹竹万は
海岸近くの閑静な住宅街に佇む完全個室制の日本料理で
あり、私の祖父が晩年に創業して、現在の体制を構築し
たのは現主人の父であります。私は家業を継ぐ前、青山
学院大学を卒業してアメリカラスベガスにレストラン経
営学を学ぶために留学をしました。ラスベガスでは、学
業の傍らに旅行会社やホテルでのインターンシップも経
験しました。卒業後は、東京にある茶道専門の茶懐石出
張料理店で調理師としての修行を４年間行いました。２
０１０年に家業を継ぐために平塚に戻りましたが、１０
年近く地元を離れていたので、同世代の仲間が欲しいと
思い、平塚青年会議所に２０１１年に入会しました。そ
して、本年度は第 60 代理事長に任命されております。
現在、平塚青年会議所は組織として大きな世代交代を
迎えている時です。一昨年、昨年に渡り３０名のメンバー
が現役を卒業しました。さらに平均在籍年数が４年とい
う数字に表れている通り、経験が浅いメンバーがほとん
どであります。また、２０１９年度には創立６０周年の

他にも、創立６０周年を迎えるための６０周年運動指
針の制定、大磯町長選の直前には大磯町長選公開討論会
を大磯町で初めて開催しました。
これからの時代を担う新たなメンバーが中心になり、
平塚青年会議所は地域のために益々積極的に運動を展開
していきますので、これからも何卒よろしくお願いいた
します。

卓話者の関口さんを紹介する杉山会長

平塚ロータリークラブ 週報 3179 号
幹事報告

卓話者ご紹介

関口雄一（せきぐちゆういち）様
（公社）平塚青年会議所
青山学院大学 卒業
割烹竹万、三代目主人

◎本厚木ロータリークラブが平成30年3月16日に国際ロー
タリーより加盟認証を受けられました。
そこで10月20日に厚木レンブラントホテルで加盟認証状
伝達式典が開催され、平塚RCを代表して木村幹事が出席
し、記念品を頂きましたのでご報告いたします。

第 60 代 理事長

◎上期情報集会開催のお知らせが皆様に行っているかと思
います。
お忙しいと思いますが万障お繰り合わせの上、
ご協力くだ
さるようお願いいたします。今回のテーマは「楽しかった、
為になった、
参加したいと思う例会はどんな例会ですか？」
です。12月13日の例会で報告会を開催いたします。
クラブより一人¥3,000の補助がありますので、
開催日、
人数
が決まりましたら事務局までご連絡をお願いいたします。
◎11月23日(金)、
平塚学園で開催されますインターアクト年次
大会のお手伝いのお願いです。
先週、秋山委員長からもお話がありましたが、当日の道案
内として少なくとも8名の会員のお手伝いが必要ですが、
まだ数名足りません。是非、
ご協力をお願いいたします。
着物姿がお似合いの関口様

（公社）平塚青年会議所の主な歴史
1959 年
1964 年
1969 年
1970 年
1973 年
1974 年
1976 年
1979 年

全国で 164 番目の青年会議所として設立。
「少年野球大会」をはじめて開催。
「社団法人格」の取得。
第 18 回「関東地区会員大会」を主管。
はじめて「市民講演会」を開催。
第 1 回「ひらつか市民市」を開催。
第 4 回「神奈川ブロック協議会会員大会」を主管。
20 周年を記念して、中村八大作曲による
「相州平塚七夕太鼓」が誕生。
1989 年 韓国・釜山聖地 JC との姉妹 JC 締結。
1990 年 「サーフ 90」への参画。
1991 年 第 19 回「神奈川ブロック協議会 会員大会」を主管。
1993 年 「ビーチクラブ」設立。
1994 年 第 27 代神奈川ブロック協議会 常盤卓嗣 会長の就任。
1999 年 「ときめきマリンカーニバル」をはじめて開催。
2003 年 「ひらつか市民活動センター」設立。
2005 年 第 38 代神奈川ブロック協議会 三荒弘道 会長の就任。
2006 年 「ぷちひらつか」をはじめて開催。
2007 年 「平塚市長選挙公開討論会」をはじめて開催。
2008 年 第 36 回「神奈川ブロック協議会 会員大会」を主管。
2011 年 「湘南グルメグランプリ」をはじめて開催。
公益社団法人格取得
2013 年 「ぷちなでしこ」の開催
2014 年 「湘南ひらつか七夕たから市」の開催
2015 年 「ぷちおおいそ」の開催
2016 年 「ぷちやわた」の開催
2017 年 「ひらつかスクール議会」の開催
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

◎社会・国際奉仕セミナーが開催されます。
日時：11月10日(火) 開会：13:00〜
清水会長エレクト、江藤社会奉仕委員長、髙橋建二国際
奉仕委員長が出席されます。
◎「第46回平塚市緑化まつり」第1回実行委員会が開催され
ます。
日時：11月12日(月) 開会：13:30〜14:30
江藤社会奉仕委員長が出席されます。
委員会報告
・職業奉仕委員会 高橋賢二委員長
11/22(木)企業訪問、現在25名の申込みです。席に余裕が
ありますので、ご返事これからの方はお早目に宜しくお願いします。
5名

メークアップ（MUP)
木村義広、清水

裕、常盤卓嗣、升水一義、三荒弘道会員

本日のスマイル

13名

ゲスト

1名

（公社）平塚青年会議所理事長

関口雄一様
0名

ビジター
卓話・行事予定
11月15日(木)
11月22日(木)
11月29日(木)

横浜文芸の会
芥川賞作家 宮原昭夫様
企業訪問
休会
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

