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　本日は平塚ロータリークラブの例会の時間に卓話の機
会を頂きましてありがとうございます。今日は、３０分
の時間の中で、平塚商工会議所の話、私の話、そして米
山奨学学友委員会の話をしてまいりたいと思います。
　平塚商工会議所も昨年１１月の臨時総会を終え第２８
期という三年間、会頭のご信任を頂きました。又、鳥海、
杉山、白石会員にも副会頭をご指名させて頂きスタート
しました。今期につきましては第２７期で行った事を踏
まえて委員会の作り変えを行いました。女性会、青年部
を含め１０部会そして４委員会、又常議員は会議所の運
営について方向性を共に考える理事会、役員会的なもの
で新しい会議所作りを共に進めて行きます。

　そして今期の目玉になるところですが、平塚商工会議
所が考える平塚の将来のビジョンを作って行く会議です。
私が議長となり副会頭３名がそれぞれのテーマで会議を
進めて行きます。この委員会は委員の指名制となり議員
の中から８名ずつ計２８名で構成され、又外部の見識者
のオブザーバーも加え、おおよそ 1年半かかてこの会議
体を進めて参ります。

「米山奨学会・学友会について理解を深める」

　ここで少し、私の会社について触れたいと思います。
現在は、県西地区を中心に１１店舗を展開、大和駅前に
取次店を準備中です。近年は、県立高校の入学試験終了
日に放送される、創英ゼミナールの豊川さんが提供され
ている神奈川テレビの試験回答速報番組の中で、一部コ
マーシャルを、また CATV 柏手さんのおすすめもあり全
国高校野球神奈川大会の番組へ TV コマーシャルを流し
イメージアップに努めています。

　さて、それでは肝心なロータリー米山奨学、学友会の
事業についてお話させて頂きます。寄付の金額や平塚の
現状についてはホームページ等で分かると思いますので
実際に米山委員会がどのような活動をしているかをご紹
介させて頂きます。

　委員会は月１回、事業については、6月の引き継ぎか
らほぼ毎月実施しています。米山の委員会は酒が飲めれ
ば誰でも入れるとか、何年も同じ人が委員をしているの
で変化が難しいと言われていますが、本年はガバナーの
命もありメンバーは実直に専念し色々と新しい事にチャ
レンジしています。私の委員会は２２名と地区最多です
が、２名が病欠となり２０名で運営、出席率は９０％に
なります。
　
主な事業を振り返りますと、平塚で七夕まつりが開催さ
れていた最中に、江ノ島海岸でクリーンキャンペーンを
学生を交えて実施、交流会も開催しました。この事業も
来年は形を変えて行きたいと思います。参加者は約２０
０名、クリーンキャンペーン解散後は、２０名ほどで平
塚の七夕まつり見学を楽しんでいただきました。
　米山の学生にとって、カウンセラーはとても大切です。
小沢一彦米山財団名誉理事、そして米山親善大使を講師
としてお迎えしカウンセラーの心得を研修もしました。
また、米山の学生２８名と委員会メンバー４５名で日帰

平塚商工会議所
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り研修を実施しました。米山梅吉記念館そしてお墓まい
りをして三嶋大社へ。懇親会には杉岡ガバナーにもご参
加いただき足柄のアサヒビール園で懇親を深めました。
　相模女子大グリーンホールで行われた地区大会では、
米山の学生がそれぞれの出身国のお茶やお菓子を持ちよ
りロータリアンに提供しました。今年は例年になく盛大
に行われ学生も驚いていました。また、１０月は米山月
間ということで、奨学生と共に委員会メンバーは随行し
て卓話に各クラブへ訪問しました。私も５箇所共に行っ
て参りました。

　１１月には国際交流会が開催されました。米山の学生
達が母国の料理を手作りしてロータリアンや専任教授と
共にその料理を味わい交流を深めました。来年の本事業
は米山の久保田ガバナーのもと地区の青年係の委員会と
の共同事業とし発展した形での交流会となります。
　昨年に７月にモンゴルで第２回の学友会の世界大会が
開催されました。モンゴルからの米山学友のノミンさん
（西ロータリークラブ）達の案内で色々な経験をしてきま
した。来年は台北の世界大会と同時に開催されます。
　最後に地区委員会への出向は、普段顔を合わせている
平塚メンバーとの交流の枠を超え、新らしい発見や気づ
きがあるものです。是非メンバーの皆さんも出向される
事をおすすめして、本日の卓話とさせていただきます。
　ご静聴ありがとうございました。

米山学友会世界大会
絆inモンゴル

研修旅行
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現在ございません。
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入会記念卓話　長島誠人会員
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幹事報告

◎IMの出欠が未回答の会員がいられますので、再度未回答
　者に提出依頼をお送りいたしました。
　また、出席で回答頂いた会員にも懇親会の出欠について
　回答を頂きたく、お送りいたしました。
　本日中に必ず回答をお願いいたします。

◎1月25日(土)第8回インターアクト委員会が開催されます。
　青山インターアクト委員長が出席されます。

◎1月29日(水)平塚青年会議所の賀詞交歓会が開催されます。
　クラブより森幹事が出席いたします。
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誕生日のお祝いを
受けられた森幹事

〇友好クラブ委員会　元吉裕員委員長
　2月の10・11日と花巻ロータリークラブへ訪問を予定して
　おります。各テーブルに出欠表を回させて頂きましたので、
　一応今日締め切りとして手配をしたいと思いますのでご
　記入の程宜しくお願いします。

〇プログラム委員会　関口幸恵副委員長
　三荒委員長の代わりにご報告があります。先日ニューイヤ
ーコンサートにてピアノトリオで演奏頂いた今井亮太郎様
よりお礼のメールを頂戴しました。当日はご自身にとっても
新年初の演奏会であったとのことで、大変楽しく有意義な
時間を過ごさせて頂けた。というお礼のメールを頂戴しま
した。次にこれからのプログラムの予定をお知らせ致します。
　来週1/30は新入会員記念卓話として長島会員にお話し頂
きます。月が替わりまして第1週目はIMがあるので移動例会
となりまして、13日からはこちらでの例会になります。13日は
星槎学園女子サッカー部監督の柄澤俊介様。20日は新会員
記念卓話で丸茂会員。
　27日は商工会議所青年部会長二見義和様となっており
ます。皆様どうぞ例会へのご出席を賜りたいと思います。宜
しくお願い致します。
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