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
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対象者 57 名 出席者 40(38) 名

出席率 68.97 %

前々回 11 月 22 日 会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 59(57) 名

出席率

上期情報集会報告会

100 %

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）

0名
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日 12 月 13 日 会員数 59 名

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

100 %

「楽しかった、為になった、参加したいと
テーマ
思う例会はどんな例会ですか？」

赤グループ 梅干野修司幹事（同発表）
リーダー：梅干野修司
メンバー：成瀬正夫 / 柏手茂 / 鈴木忠治 /
清水雅広 / 馬上晋 / 秋山智 / 鈴木成一
今回のテーマは楽しかった、為になったと過去形で、これ
からやっていこうとすることではなく、これまでに経験した
内容なので非常に難しいと思いました。
まず、楽しかったことでは、例会のメインとなるものは
「卓話」と「食事」になることより、卓話は聞きたくなるよ
うな魅力ある内容と講師次第であり、食事はメニュー次第で
あることです。
卓話の講師選定にはプログラム委員会で非常にご苦労され
ていると思いますが、これからも頑張って魅力ある講師選定
していただければと思います。食事は、各ロータリーによっ
てかなり差がでてしまい、お弁当のところもあれば、当ロー
タリーのようにホテルのランチメニューのところもあります。
例会案内の時にメニュー紹介をしてくれると食事内容がわ
かり嬉しいという意見もありました。
為になったことは、普段会うことができない偉い人に会え、
会話できることです。人生の先輩の話が聞けることで、今後
の人生の参考になったことでありました。過去に重鎮の 3
名（小泉会員、升水（富）会員、添田会員）の話は非常に
良かったとの話もありました。現在入会記念卓話は行って
いるが、入会後 10 年、20 年、30 年という節目の時期にも
記念卓話を行ってもよいのではないかという意見もありま
した。まとめとして、参加したいと思う例会は、卓話が面
白く、食事がおいしい例会で、4 半期に 1 度くらいは夜間
例会でお酒を飲みながら楽しめたらもっといいなという意
見もありました。

そして今回ご参加いただいた会員
の中で、三荒会員が最近ホールイ
ンワンをしたとの話題からゴルファ
ー保険の話となり、ご参考までに、
内容について情報提供をさせてい
ただきます。
１．ご自身のケガ：ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフ
中にケガをしたとき ◎国内でも海外でも補償
２．第三者に対する賠償責任（オプション）：ゴルフ中に他
人にケガをさせたり他人の財物を壊してしまったとき
◎国内でも海外でも補償
３．ゴルフ用品の損害（オプション）
：ゴルフ場、ゴルフ練習
場敷地内でゴルフ用品の盗難やゴルフクラブに破損・
曲損が生じたとき ◎国内でも海外でも補償
４、ホールインワン・アルバトロス費用（オプション）
：ホー
ルインワン（※）を達成して祝賀会等の費用を負担し
たとき ◎国内のみ補償
※同伴競技者および同伴キャディ等の両方が目撃した
ホールインワンまたはアルバトロス
※記録媒体に記録されたビデオ映像等により客観的に
達成を確認できるホールインワンまたはアルバトロス
【ご契約プランの例】保険期間 1 年（例：東京海上日動火災保険の場合）

なお、ホールインワン・アルバトロス費用については、基
本 20・30 万円ですが、強いご希望があれば 50 万円（100
万円）も可能ですが、更新時であったり他社状況、過去の
支払い状況で可否判断されます。さらに、その他、カジノで
得たお金は申告が必要かどうか等々も話題となり、今後の
卓話のテーマにもなりそうであると感じました。

以上、赤グループの意見であります。

最後に、堀会員のご配慮のもと、美味しい料理や珍しい日本
酒のご提供もあり、本当に大満足の情報集会となりました。
ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

橙グループ 竹下徹洋幹事（同発表）
リーダー：竹下徹
メンバー：清水孝一 / 三荒弘道 / 飯塚和夫
鳥山優子 / 元吉裕員 / 前田孝平

黄グループ 米山俊二幹事（同発表）
リーダー：米山俊二
メンバー：清水裕 / 高橋建二 / 柳川信男
小林誠 / 勝田道文 / 日坂泰之 / 米山俊二

これまでの例会卓話について、色々なジャンルの方の話
が聞け、新入会員卓話も含め大変参考になった。
地区役員の方の話についてもロータリー全体のことが理解
できてよかった、等々好意的な意見が数多くありました。
また今後の例会卓話の在り方について、それぞれの会員の趣
味の話（例えば車や時計等）であるとか、職業を通じて私た
ちの役に立つ（以外と知らない）情報の提供であるとか、た
まには著名な方の話であるとか、世界大会に参加してのおも
てなしの話であるとか、会員企業のシンクタンク研究員によ
る話等、各会員のプラスになる内容であればいいのではない
かと言う結論に達しました。

・半年に１回開催をしているこの情報集会的な物をもっと増
やして頂きたい。そしてこの色別のグループを様々な場面
で有効活用をしたら良いのではないか。
・夜例会をもっと増やして頂きたい、そしてアルコールは予
算の都合があるので、キャッシュオン式にして各々で負担
をすれば良い。
・プログラム委員会が数多く例会開催をしているが、各委員
会が担当例会を開催し、各事業などの紹介や説明しても良
いのではないか。
・メンバー数が少なくなり、最近はあまり予算が無いので
良い例会が少なくなってきた。会員増強は大事である。

平塚ロータリークラブ 週報 3184 号
・平塚 RC は今までの格式ある歴史があるので、そのブラン
ドを壊すことはダメであるが、古い事と新しいことのバラ
ンスを考え、古いことを切り替える力も大事である。
・出席率を上げる為の工夫を、例えば色別のグループの出席
率を出して常にそのグループ幹事が動員をする等はどうだ
ろうか。
・企業訪問等は良い例会だと思う、せっかくバスなどを借り
るのだから朝から一日かけた内容でも良いと思う。
・以前に行っていたお茶会みたいな例会を開催し、大先輩の
話を聞きたい。
・RC は異業種の集まりであることをもっと有効活用するべ
きである。
・新入会員をスポンサーがもっとサポートすることが大事で
ある。親睦委員会だけではフォローしきれない。
・近隣の RC との合同例会をもっと増やしたい。
・座談会的な例会もやっても良い。
・若手の意見が本当に大事である。堅苦しい研修などはいら
ない。コミュニケーションが大事。
・夜例会でアルコールが無い席では本音が語れないので、
お酒を飲める場面を増やしてほしい。
今回のテーマをまとめると、やはり先輩方との交流出来る
例会を増やすことが大事であり、新しい事を取り入れ若手
達が沢山学び情報を得ることが出来る例会の開催必要。
今後はそのようなことに取り組むことが大事であると意見
がまとまりました。
緑グループ 今村佳広幹事（同発表）
リーダー：今村佳広
メンバー：米山範明 / 木村義広 /
高橋賢二 / 江藤博一 / 嶋田政光 /
片野之万 / 永瀬剛司 / 石井允三幸
①例会に魅力を付ける。
②夜例会でお酒を飲める人だけ個人負担にする。
③県外交流もいい。
④企業訪問（日産）はよかった。
⑤ロータリー歴の長い大先輩の昭和の平塚の話が聞きたい。
⑥最終例会（新入会員歓迎会）はよかった。仲間が増えた。
⑦結論：世代を超えた交流と学びの機会を与えていただけ
る例会がベスト。
それが社会奉仕へと自然につながっていく。
以上
青グループ 武澤武彦幹事（横山鉄生副幹事発表）
リーダー：武澤武彦
メンバー：武澤武彦 / 横山鉄生 / 森誠司 /
白石慎太郎 / 瀬尾光俊 / 鳥海衡一 /
豊川忠紀 / 山口紀之
①自分の興味のあるテーマの卓話・講演
②全員参加型の例会 ( クリスマス家族会等 )
卓話でも皆でディスカッションする等みんなが参加できる
形式の物も楽しいのでは。
③知識が高まるテーマの講演・卓話
④企業訪問 特に工場見学は、新たな発見があり楽しい。
( 興味があるから楽しいのかもしれないが。)
①に通ずるところもある。
⑤ロータリー事業におけるポスト・役割分担を引き受け、
自分なりに消化したうえで、会員の方の喜び・感謝で
終えることが出来たとき。
⇒お互いの信頼にもつながっていく。
⑥夜間例会
⇒お酒が出た方がリラックスでき、活発な例会になる。
⑦違う業種の方の卓話が楽しみ
また、
①限られた会員とだけでなく、多くの仲間とより良い接点
を持つことが喜びにつながるのではないか。
②各会員の各業種 ( 仕事 ) の話、最新の業界の話を聞いてみ
たい。
との意見もありました。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

紫グループ 平井敬規幹事（同発表）
リーダー：平井敬規
メンバー：杉山昌行 / 柳川正人 /
牧野國雄 / 青山紀美代 / 葛西敬 /
関口幸恵 / 丸茂淳 / 上野雅俊
今までで良かった 楽しかった例会
過去の例会で良かった卓話
ライオンの井出さん卓話
日本画家 後藤さんの卓話
日産の見学はすごかった
これから参加したい例会 ◎公務員の方による地元平塚の
話、◎地域のために活躍している人の卓話
◎他ロータリーとの合同例会 ◎メンバーの企業訪問
など多くの意見が寄せられ、先輩たちから、過去の例会の
いろいろな話を聞かせていただきました。卓話者が急に来
れなくなった時のため常に代打を考えているなど貴重なお
話もいただきました。お酒を交えての話で時間があっとい
う間にすぎてしまいましたが、とてもいい時間を過ごすこ
とができました。
貴重な経験をさせていただきありがとうございます。また、
紫グループの皆様ご協力ありがとうございました。

幹事報告
◎昨日ご連絡をいたしましたが、二宮ロータリークラブの昨年
度幹事をされました栗原博己会員がご病気の為、12月10日
お亡くなりになりました。
通夜式
12月13日
（木）18:00〜
葬儀・告別式 12月14日
（金）10:30〜11:30
式場
カルチャーBONDS平塚
◎青少年交換学生オリエンテーションが開催されます。
日時：2019年1月5日(土) 14:30〜16:30
場所：第一相澤ビル6階
鳥山副会長が出席されます。
◎以前にご連絡を致しました2019年3月22日に開催されます
「2018-19年新会員の集い」の参加締め切りが1月末から
今月末に変更になりました。
入会4年未満会員のお名前を申し上げます。
委員会報告

◎親睦委員会 今村佳広委員長
クリスマス家族例会について

◎出席委員会米山範明委員長
18-19年度の例会100%出席会員の表彰を致します。
小笠原勲、
片野之万、小飯塚立雄、清水雅広、清水裕、鈴木
忠治、常盤卓嗣、成瀬正夫、升水一義、三荒弘道、森誠司
会員以上の11名の会員にはクラブより記念品を差し上げ
ます。
メークアップ（MUP)

0名

12名＋5グループ（情報集会）

本日のスマイル
ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
12月20日
（木）
12月27日
（木）
11月03日
（木）
11月10日
（木）

夜間例会 クリスマス家族例会
休会（定款による）
休会（定款による）
夜間例会・ニューイヤーコンサート
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

