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

2019 年 2月 9 日

幹事：木村 義広

第 3192 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3192 号

2月 9 日

会員数 57 名

対象者 55 名 出席者 57(55 名

出席率

前々回

1 月 24 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 36(35) 名

出席率 64.91 %

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 国際ロータリー第 2780 地区

Intercity Meeting

MUP

2名

計

39

名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

68.42 %

第８グループ

皆で食育を！〜ロータリーと共にもっと楽しく健康づくりを〜
日時：2019 年 2 月 9 日（土）
会場：平塚プレジール 6 階「若松の間」
合同例会司会：ホストクラブ幹事 木村義広
IM 本会議司会：IM 副実行委員長 高橋建二
IM 懇親会司会：上野 雅俊・関口 幸恵

「IM 開催報告」
I.M 実行委員長
清水 雅広
６年ぶりの平塚クラブホストクラブの第８グループ イン
ターシティミーティング（I.M）が、百瀬恵美子ガバナー補
佐ご指導のもと「皆で食育を！ロータリーと共にもっと楽し
く健康づくりを」をＩ.Ｍテーマとして、２月９日 ( 土 ) 平塚
プレジールにおいて開催されました。
当日は 10 時 30 分に I.M 実行委員会メンバーが集合し
準備を進め前日からの大層な雪予報で皆さんのご来場を
心配していたのですが恐れていた降雪も無く、定刻 13 時
30 分から木村幹事司会で合同例会開会となりました。
今年度来賓は、脇ガバナー、杉岡ガバナー・エレクト、
久保田ガバナー・ノミニー、河本パスト・ガバナー、第 7
グループ松下ガバナー補佐、第９グループ中谷ガバナー
補佐、脇地区幹事にご臨席いただき、総勢ロータリアン
141 名にご参加いただきました。
凛とした空気の中、杉山会長の点鐘で合同例会開会とな
りました。新会員紹介では、石井会員、横山会員、丸茂会
員が元気な発声で歓迎の拍手を受けていました。
Ｉ.Ｍ本会議では高橋建二 I.M 副実行委員長が司会進行、
百瀬ガバナー補佐の点鐘で始まり、鳥山会員ソングリーダ
ーのもと、君が代と奉仕の理想の斉唱、参加クラブ紹介の
あと、百瀬ガバナー補佐より脇ガバナーへ、ロータリー日本
財団とロータリー米山記念奨学会に寄付金の贈呈を行い
ました。
続いて、脇ガバナーよりご挨拶を賜り、第８グループは
和気あいあいとして良くまとまったグループだとお褒めの言
葉を頂戴しました。
次に、杉崎 正 次年度ガバナー補佐から次年度方針の
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説明があり、次年度ホストクラブの平塚北クラブご紹介と、
続いての次年度会長・幹事の紹介では全員前に出て決意
表明を述べました。
本会議の最後では杉岡ガバナー・エレクトに講演会まで
の余った時間でゆっくりたっぷりお話しいただいて本会議
閉会となりました。
基調講演では、I.M ではかつてない「食育」というテー
マで食育実践プランナーの安武郁子様に「食を選べる人は
人生を選べる」のテーマで導入講演を、食育ジャーナリスト
の砂田登志子先生に「幸福は口福から」のテーマでご講演
していただきました。
安武さんの歯と口を基にしたお話と、砂田先生のエネル
ギッシュで「食べた物が人を作る」
、
「人を作る【食】で自
立できる人になるよう子供の頃からの教育 ( 食育 ) が重要」
、
という言葉がとても印象的で、会員の皆様も改めて「食」
の大切さに気付いていただけたのではないかと思います。
お待ちかねの懇親会では、上野会員、関口会員に司会
をバトンタッチして、幕開けでは「I.M 史上初？」脇ガバナー
によるフルート演奏で始まり、久保田ガバナー・ノミニー
より開会のご挨拶を賜り、常盤パスト・ガバナー補佐の乾
杯で宴の始まりです。
懇親会のお料理は I.M のテーマ「食育」に基づいた地産
地消食材の献立をお願いし、みづほ野農協ビル店 庄司
健料理長に当日の献立食材の紹介をしていただきました。
平塚プレジール、みづほ野のスタッフの皆様にはご協力、
ご尽力を賜り本当に感謝申し上げます。

平塚ロータリークラブ 週報 3192 号
アトラクションでは藤田雅子先生率いる「ハーラウ フ
ラ カウ カ マカ」のお子さんを交えたフラダンサーの
皆さんに会を盛り上げていただきました。百瀬ガバナー
補佐のダンスを会場の皆さんが緊張の目で、お子さんたち
のダンス をそのお母さま方と会員皆が目を細めて応援して
いた のが印象的でした。最後は全員で輪になって「手に
手つないで」を大合唱して、締めは大磯クラブ守屋会長の
ご挨拶でお開きとなりました。
私ども I.M 実行委員会は昨年７月の立ち上げから三荒
弘道、高橋建二、両副実行委員長を中心に幾度となく委員
会を行い、準備を進めて参りました。今回は I.M の良さ、
素晴らしさを知ってもらいたいがゆえ I.M 未経験の会員を
メンバー招集しました。副委員長は大変だったと思います
が、絆を深めたメンバーと６年後の I.M では中心メンバー
として是非活躍していただきたいと思います。
今回の I.M では百瀬ガバナー補佐をはじめ河本ガバナー
補佐幹事、平塚クラブの皆さん、７クラブ事務局の皆さん、
そして I.M 実行委員の皆さん、本当にお世話になりました。
実行委員長としてＩ.M を無事務めることが出来ました。
楽しかったです。ありがとうございました。

I.M 副実行委員長
森 誠司
2 月 9 日、2018 〜 2019 年度国際ロータリー第 2780 地区
第８グループのＩＭが、
テーマ “皆で食育を！〜ロータリー
と共にもっと楽しく健康づくりを〜” で、平塚プレジール６階
「若松」の間において、盛大に開催されました。第８グルー
プから 138 名の参加、平塚ロータリークラブからは、39 名
の参加していただきました。今回は、百瀬ガバナー補佐の
下、平塚ロータリークラブは、ホストクラブをつとめました。
合同例会の新会員の紹介では、3 名全員参加して、元気
良く返事をしていただきました。
そしてＩＭでは、百瀬ガバナー補佐による点鐘に始まり、
ＩＭ実行委員長の開会のことばの中でガバナー補佐が、女
性なので、女性の視点から見たＩＭにするという挨拶があ
りました。
基調講演では、食育実践プランナーの安武郁子様、食育
ジャーナリストの砂田登志子様の講演がありました。公演の
中で、食に関わる人の地位が低すぎると感じました。また、
食べ方で病気になる確率が少なくなることを学びました。
懇親会では、ガバナーのフルートに始まり、アトラクション
では、百瀬ガバナー補佐がフラダンスを踊られました。ま
た、乾杯の前に献立・食材の紹介があり、かなりの食材が
平塚産を使用しているので、安全でこだわっている食材だ
と感じ、おいしくいただきました。
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女性の視点から見たＩＭ、男性には出来ないＩＭで、
今日の参加者が、食育の講演を聞いたのですから、黒岩県
知事が言っている未病につながればいいなと感じました。
最後になりますが、清水雅広ＩＭ実行委員長をはじめ、
実行委員の皆様、お疲れ様でした。

準備風景

平塚ロータリークラブ 週報 3192 号

合同例会
13:30

開会の点鐘
会長挨拶
幹事報告
新会員紹介
閉会の点鐘

基調講演

第８グループ

I.M（Intercity Meeting）
13:55

14:45

IM の点鐘
国歌『君が代』斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
開会のことば
物故会員に黙祷
歓迎のことば
来賓紹介
参加クラブの紹介
財団・米山寄付金贈呈
ガバナー挨拶
ガバナー補佐挨拶
次期ガバナー補佐紹介
次期ガバナー補佐挨拶
次期 IM ホストクラブ紹介
次期 IM ホストクラブ会長挨拶
次期クラブ会長・幹事紹介
ガバナーエレクト挨拶

食育ジャーナリスト 砂田登志子氏
食育実践プランナー 安武郁子氏

懇親会

閉会の点鐘
諸事お知らせ

基調講演
15:00

講師ご紹介
イントロダクション
基調講演
質疑応答
講演会閉会、諸事お知らせ

懇親会
16:50

開会のことば
ガバナーノミニー挨拶
乾杯
本日の献立食材紹介
アトラクション
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会のことば
諸事お知らせ

脇 洋一郎ガバナーによる
サプライズ演奏

アトラクション

Halau Hula Kau Ka Maka
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幹事報告

委員会報告

メークアップ（MUP)

2名

秋山智、常盤卓嗣会員

次年度会長・幹事の皆さま

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
2月14日
（木） 卓話：
「世界とつながるダンス教室」
代表 中込孝規様
2月21日
（木） 卓話：中小企業診断士 今瀬勇二様

クラブ会報委員会

現在ございません

市内例会変更

懇親会も終了し、メンバーと記念写真です
◎ 青山 紀美代

○ 鈴木 忠治
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清水 雅広

馬上 晋

