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 5 月 9 日

幹事：木村 義広

第 3205 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3205 号

5月 9 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 35(35) 名

出席率 61.04 %

前々回

4 月 18 日

会員数 57 名

対象者 55 名 出席者 44(42) 名

出席率 77.19 %

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）

1名
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78.95 %

長嶋ダルマさんで数量限定製作された
新元号ダルマを︑杉山会長が記念に
購入されました︒

本日の卓話者ご紹介

公益社団法人 平塚青年会議所
理事長 常盤健嗣 様

卓話
公益社団法人

平塚青年会議所
理事長 常盤健嗣

本日は貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。
公益社団法人平塚青年会議所第61代理事長、株式会社トキ
ワヤ取締役を務めます常盤健嗣と申します。
私は1982年8月12日に平塚で生まれました。江陽中学校、
大磯高校を経て大学進学後しばらくの後に2007年株式会社
トキワヤに入社いたしました。
トキワヤ入社のきっかけとな
ったのがイオン店舗への業務展開です。当時イオンの店舗
では学生服の取り扱いがほぼ無く、
とても貴重なきっかけを
掴めたと思います。現在では取次ぎを含めイオンで５店舗、
その他本店を含め計10店舗にて展開をしております。お客

様が中高生という限られた絶対数を持つ中での商売です。
時流もあり、少子高齢化をダイレクトに受ける業種故に拡
大展開は使命であると感じています。
株式会社トキワヤは曾祖父である常盤豪助が創業し、祖
父孝二、父卓嗣が現在３代目として営んでおります。祖父孝
二は平塚青年会議所の創設のメンバーであり、第３代、４代
の理事長を務めました。父卓嗣も同様平塚青年会議所のメ
ンバーで、第32代理事長を務め、私が本年61代理事長を務
めるという日本中でも数えるほどの稀な家系です。
七夕まつりには多くの思い出があります。
トキワヤは七夕
まつりの開催当初から飾りには特に力を入れ、幼心にワン
ルームが浮いているようなまさに夜空を覆う飾りを出して
いた事を覚えています。
次に青年会議所は、戦時中である1944年にアメリカの青
年が国際平和を願い設立いたしました。
対戦国であった日本
でもその考えに共感し、
1951年に東京にて創設、
平塚青年会
議所は1959年に加盟いたしました。現在平塚青年会議所は
58名、平塚大磯二宮を活動域とし、
さらに広域的な連携をも
って運動の展開を行っております。
私は2012年に入会し、
７年
目となる本年まで非常に多くの経験をさせていただきまし
た。特に七夕まつりでは愛の鐘の変更要望書6000名を集
め、市内全幼稚園、全小学校の全校生徒に七夕の歴史の冊
子を配布し、
この地域のたからを守るべく運動をして参りま
した。近年災害に対する危機感を受け、本年前半の事業で
は平塚市、平塚市社会福祉協議会、平塚青年会議所で有事
における３者協定を締結し、組織内でも行動指針を定め運
動を行っております。
本年は平塚青年会議所60周年という節目の年になります。
何よりも歴史を紡いできていただいた先輩、関係諸氏には
心よりの感謝を表すとともに、
「セカンドステージ」を迎える
平塚青年会議所の今後を示す新たな機会となる一年を表
現いたします。
最後に、
スローガン「渾然一体」が示すように、多様性に
溢れ、変化の多き時代の中で今まで当たり前にそこにあっ
たもの、そして未知なる混沌とする未来を一体と捉え、明る

平塚ロータリークラブ 週報 3205 号
- 年度米山奨学生の
丁煥哲さん

いものへ切り開くべく契機の一年として活動を展開してい
きます。
私は、常盤家は、地域にそして青年会議所に活かされて
きました。私が理事長と務める事は宿命であり恩返しと捉
え、今後青年会議所を離れても地域の為に活動して参りま
す。

19
20

委員会報告

卓話をされた平塚青年会議所理事長の常盤健嗣様

・雑誌委員会 委員長 飯塚和夫
5月号ロータリーの友、抜粋。ぜひご一読下さい！
(総合ページ順)
65P、
スイミング日本代表コーチ井村氏「愛があるなら叱りなさい」
60P、八戸RCの「23年例会出席率100%」
47P、平塚湘南RC、
フィリピンで鍵盤ハーモニカコンテスト
20P、米山留学生パクカヨンさん
・社会奉仕委員会 委員長 江藤博一
4/27緑化まつり、
ご協力ありがとうございました。あいに
くのお天気でしたが巣箱セットは目標近い数量を販売す
ることが出来ました。

今年度もあとわずかとなり、 次年度ガバナー補佐を
ご挨拶をされる18-19年
される杉﨑正様
度百瀬ガバナー補佐
幹事報告

・親睦委員会 委員長 今村佳広
5/23(木)春の家族会、35名ご参加予定で皇居、首相官邸
を見学します。当日、身分証明が必要になりますのでお忘
れの無いようご用意下さい。
・友好クラブ委員会 委員長 小野学
6/3(月)〜4(火)花巻訪問はただいま6名。
まだ1~2名余裕
がありますので、
ご参加を宜しくお願いします。
1名

◎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：5月11日
（土）15:00〜17:00
鳥山副会長と地区青少年委員会の米山俊二委員が出席
されます。

メークアップ（MUP)

本日のスマイル

18名

◎明日5月10日（金）は18:30より新旧の理事・役員・副役員
・委員長・監査役の引継ぎ会を開催致しますので、関係者
の会員は平塚商工会議所 特別会議室へお集まりくださ
い。終了後に懇親会を開催いたします。

ゲスト

4名

◎6月6日(木)に下期情報集会の報告会が開催されます。
各グループ幹事より集会のご案内が行っているかと思い
ます。皆さんの親睦を兼ねて多くのご意見を交わして頂き
たいです。今回のテーマは「来年度のロータリーライフを
より楽しくするためには！」
です。
◎次年度の会員名簿の記載事項に変更のある方は本日配布
いたしました変更用紙にご記入の上、
事務局へ5月30日(木)
までにご提出願います。
写真の変更希望の方はメールにてデータでお送りください。
◎5月19日(日)に開催予定の大磯漁港大磯市にて
「ロータリ
ーデー」
を第8グループで行うことになっておりましたが、
漁港の工事の都合で中止となりました。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

常盤卓嗣会員

平塚青年会議所2019年第61代理事長 常盤健嗣様
18-19年度ガバナー補佐 百瀬恵美子様
19-20年度ガバナー補佐 杉﨑 正様
米山奨学生
丁 煥哲（てい かんてつ）様
0名

ビジター
卓話・行事予定
5月16日(木)
5月30日(木)

入会記念卓話 石井允三幸会員
卓話：自衛隊 神奈川地方協力本部
本部長 兼本貢祐様

本日の例会会場
ホテルサンライフガーデン ４階

現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

芙蓉

馬上 晋

