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

2019 年 3 月 7 日

幹事：木村 義広

第 3196 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3196 号

3月 7 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 43(42) 名

出席率 74.13 %

前々回

2 月 21 日

会員数 57 名

対象者 55 名 出席者 36(35) 名

出席率 64.29 %

職業奉仕委員会による

会員健康診断

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）

MUP
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計

42

名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

75.00 %

座いました。
全ての競技終了後、雨の影響で中央ゲート内での表彰
式及び閉会式が行われました。成績発表があり、各種目
上位８位まで賞状とメダルが授与されました。そして５年
連続参加してくれた２名の選手には特別表彰が贈られま
した。雨の中最後まで諦めずにゴールを目指した選手の
子供達、本当にお疲れ様でした。
今年度もマラソン大会を無事に開催することが出来ま
した。大変悪天候で寒い中でしたが、事故もなく開催でき
ました。そして多くの各種関係諸団体の皆様方に御協力し
て頂いてこの大会が開催できている事に改めて感謝申し
上げます。次回は第５０回を迎えるこの伝統あるマラソ
ン大会を多くの子供達の参加を募り、盛大に開催出来る
ことを心より祈念致しまして開催報告とさせて頂きます。
メンバーの皆様本当に御協力有難うござました。

本日は会員健康診断で卓話はございません。
委員会報告

第 49 回平塚市少年少女マラソン大会報告
青少年委員会 米山俊二

平成 31 年 3 月 3 日
（日）Shonan BMW スタジアム平塚・
総合公園園路にて、平塚ロータリークラブと平塚教育委員
会が主催する
「第 49 回平塚市少年少女マラソン大会」が、
小学生、中学生、計 273 名の参加により開催されました。
当日は早朝より雨が降り、非常に寒い中でありましたが、
予定通りの９時より開会式が行われ、杉山会長代理の鳥
山副会長の爽やかな挨拶に始まり、落合市長そして来賓
として河野外務大臣からの激励の言葉を頂き、大会に華
を添えて頂きました。参加選手代表者の選手宣誓は非常
に元気があり微笑ましかったです。
スタートのピストル音と同時に大会が始まり、一斉に走
り出す選手たちは、雨が降りしきる中でしたが、日頃の練
習の成果を感じさせる素晴らしい走りを見せてくれ、私達
に沢山の元気とパワーを貰えたと思いました。そして最後
の力を振り絞りゴールを目指す姿を目前に、スタンドから
保護者の皆様方からも多くの声援を頂き選手達を勇気づ
けたと思います。
熱いレースが行われている中、私達ロータリークラブ
メンバーは、スタジアムの外では安全に走れるように誘導
を行い、スタジアム内ではゴールした選手に記録書渡す
等、大会が公正かつ安全に実施出来るようサポートさせ
て頂きました。清水雅広会員には写真撮影を小笠原先生、
永瀬先生には医務を担当して頂きました。皆様有難う御

幹事報告
◎本日(有)エスプリ・デキップ 代表取締役 相山洋明
（あいやま ひろあき）様の入会式を行います。
◎明治安田生命保険平塚支社支社長の竹下徹洋会員が
4月1日付けで東京丸の内の千代田支社へご栄転となりま
した。皆様にご挨拶があります。

平塚ロータリークラブ 週報 3196 号
◎本日、青少年委員会の米山俊二委員長がご都合で欠席で
すので、代わって3月3日(日)に開催されました平塚市少年
少女マラソン大会にご協力頂きました会員の皆様にお礼
を申し上げます。
生憎の雨と寒さの中、
多くの会員の協力により無事に開催
することが出来ました。ありがとうございました。
◎第53回神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)の
ご案内
第2590地区、第2780地区合同テニス会を開催致します。
技量、年齢を問いません。初心者のためのテニススクール
も企画しております。ロータリアンに限らず、
ご家族、お友
達をお誘いください。
日時：2019年4月9日
（火） 9:30 集合
16:00 パーティー
18:00 解散
テニス会場：湘南ローンテニスクラブ（茅ヶ崎市香川）
パーティー会場：MOKICHI
参加料：ロータリアン7,000円、 家族・ゲスト5,000円
お申し込みは3月28日(木)事務局までお願いいたします。
委員会報告
社会奉仕委員会
江藤博一 委員長
4/27(土)第46回平塚市緑化まつり恒例の巣箱作りを行い
ます。ぜひご参加を、3/28(木)まで申込み受付中。
3/27(水)中小企業健康づくりセミナーのご案内です。平塚
商工会議所にて開催します、お申し込みはお早めに。
次年度地区担当者について 清水裕 会長エレクト
次年度の確認です。公共イメージは小林会員、米山は常盤
会員、三荒会員、山口会員、
インターアクトは青山会員。他
にどなたか引き受けられていたらご連絡下さい。
・雑誌委員会 梅干野会員
・3月号の特集で
「水と衛生月間」〜世界中に安全な水を〜
・弘前西RCで「きれいな水プロジェクト」
〈8ページ掲載〉
・2019年1月13日〜19日にアメリカカリフォルニアでガバ
ナーエレクトin国際協議会が開かれ、題2780地区の杉岡
ガバナーエレクトの感想が書かれているのでご覧ください。
・最後に
「私の一冊」
という人生を変えた一冊、思い入れの
深い一冊、
最近感動した本を紹介するコーナーがありまして、
〈66ページ掲載〉当クラブの鈴木成一会員が投稿した
「リノ
ベーションまちづくり」
という本の紹介記事が載っておりま
す。
ご本人に確認したところ、
これまでに4回ほど投稿し最初
に投稿したものが載ったとのことであり、今後も載るのでは
ないかと楽しみにしております。

今月末をもってご転勤となら
れます竹下会員のご挨拶

誕生祝いの鈴木忠治会員

新入会員ご紹介

氏

あいやま

ひろあき

名 : 相山 洋明

生年月日:昭和45年 2月10日生 49歳
血 液 型：0型
家族構成:妻、長女（大学4年）、
次女（大学2年）長男（小学5年）
出 身 地：埼玉県草加市
趣
味：サイクリング、スポ一ツ観戦、街歩き、読書

専門学校卒業後、都内のレストランやホテル、バーで勤務し、
前職は箱根のオーベルジュで支配人を務める。
2002年にそれまで買い物で1〜2度しか来た事のないこの
平塚で独立開業。
松風町に「ブラッスリ ーアッシュXエム」をオープン。
2006年に現在の場所（夕陽ヶ丘）に「モトロッソ」をオープン。
2015年秋にリニュ ー アルし、現在の「アッシュXエム」
となる。
2016年よりJR東日本のリゾー ト列車「伊豆クレイル」の車内
で提供される料理の調製を担当。
2010年より都内専門学校で講師を務め、
プロスピーカ ーの活動を開始。

お休みされました杉山会長に代わって入会式を執り行われ
る鳥山副会長
メークアップ（MUP)

6名

上野雅俊、瀬尾光俊、髙橋建二、常盤卓嗣、平井敬規、
米山俊二会員
本日のスマイル

21名

ゲスト

0名

卓話・行事予定
「ロータリーの友」3月号19ページ 「ロータリーの友」
3月号
に鈴木成一会員が投稿されました の記事のご紹介をされ
「私の一冊」のご紹介文が掲載さ る梅干野会員
れました。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

3月14日(木)

東海大学体育会ラグビーフットボール部
GM兼監督 木村季由様
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

