2020-2021 年度 RI テーマ ：ロータリーは機会の扉を開く
HIRATSUKA RC テーマ
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
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 : 鳥山 優子 副会長 : 清水 雅広 幹事：江藤 博一 クラブ会報委員長：葛西 敬

2020 年 10 月 1 日
日 10 月

前々回

週報第 3278 号

1日

会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

41(41) 名

出席率 66.13 %

9 月 17 日

会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

44(44) 名

出席率 70.97 %

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）

3名

計

47 名

修正率

本

第 3278 回

例会日
会 場
事務局
連絡先

75.81 %

会長報告
1968 年、ゴールデンカップスが平塚にやってきました。
デイブ平尾のヴォーカル、エディ藩のリードギター、そ
してクールなベースギター、ルイズルイス加部。背が高
くて本当にかっこいいんです。
ライブが素晴らしかったのは言うまでもありませんが、
14 歳の私はそれだけでは満足しませんでした。一目でい
いから、ゴールデンカップスのメンバーに会いたい！ル
イズルイス加部と直接話がしたい！
そこで私は友達を引き連れて、「お願いだから楽屋に
入れて！」と警備員のおじさんに迫りました。答えはも
ちろん「ノー」
。当たり前ですよね。あまりのしつこさに
警備員のおじさんが折れてくれました。なんとメンバー
に会わせてもらうことができたんです。
舞台袖ではありましたが、当時メンバーに入ったばか
りのキーボードのミッキー吉野さんと話すことができた
んです。ミッキー吉野さんと言えば、ピアニストで、ゴ
ダイゴでの活躍が有名ですが、当時はまだ 17 歳の少年
です。歳も近いせいか、話が盛り上がって本当に楽しかっ
たことを覚えています。
他にも茅ヶ崎までライブを見に行って、帰りのバス代が
なくなったというエピソードもあるのですが、そのころ
の話をしだすときりがありませんので、今日はこのあた
りでやめておきましょう。
さて、皆さんにも、こんな風にロックバンドや、ミュー
ジシャン、アイドルなどの音楽に夢中になった少年・少
女時代があったのではないでしょうか。そしてあの頃を
思い出して、つい話が止まらなくなってしまったなんて
経験もあるのではないでしょうか。
私はまさしくこれは音楽が持つ力だと思っています。聴
いて楽しいのはもちろん、夢中になった音楽の話に花を
咲かせる。そんない余韻を含めて、音楽は本当に素晴ら
しいですよね。今、私たち「ミャンマーの子供たちに楽
器演奏を」というプロジェクトを進行中です。日本の学
校教育では当たり前のように音楽の授業がありますが、
以前卓話いただいた田口八郎さんによれば、ミャンマー
では、特別な学校を除いて音楽の授業は実施されていな
いといいます。

私たちがあの頃熱中したように、ミャンマーの子供たち
にも音楽を身近に感じてもらいたい。そして大人になっ
たとき、時間が経つのも忘れて、音楽の話で盛り上がっ
てもらいたい。
このプロジェクトには、そうした願いが込められてい
ます。ミャンマーの子供たちに楽器演奏を。引き続き皆さ
んのご協力をお願いいたします。ぜひ、成功させましょう。

例会後に開催された委員会報告
◎長期計画委員会

升水一義委員長

出席委員：清水裕、柏手、鳥山、白石、髙橋建二、髙橋賢
二、江藤、米山俊二
オブザーバーとして 小笠原会員

委員会内容

「戦略計画立案ガイド」に基づく、戦略計画とクラブの
分析 自己評価表の作成
本日は「戦略計画立案ガイド」にあるクラブ組織の自己判
断として「クラブ活力テスト」を行いました。このテスト
はクラブの現在の実績 ( 成果 ) と運営を各自の自己評価で
行うものです。長期計画委員会は会長、幹事、大委員長さ
ん方がそれぞれの担当に参加されていましたので、
「クラ
ブ活力テスト」を受けた委員が少々少なく、オブザーバー
に小笠原会員に受けて頂きました。また時間も限られてお
り、自己採点には難しかったように思われました。テスト
の内容、結果は次回の委員会で評価したいと思います。
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◎ロータリー財団委員会

山口紀之委員長

出席者 清水孝一 堀康紀 山口紀之

１．財団委員会の役割を再確認致しました。
２．財団への特別寄付金のお願いをこれからお願いしたい。

◎プログラム委員会

■END POLIO 活動
・８Ｇでの合同開催
・ＰＲ活動（ＳＮＳ）
・他の委員会での活動でも END POLIO のＰＲ
（青少年委員
会のマラソン大会など）

元吉裕員委員長

下期（1 月以降）の予定
委員会メンバー各自候補者を選出
YEG 本年度会長の予定も確認

◎インターアクト委員会

瀬尾光俊委員長

平塚学園インターアクトクラブとの集いが出来ないため、
地区インター・ローターアクト委員会での動きを説明した。
・参加アクターの健康・安全面を考慮し ZOOM 環境を
利用しての開催を提案する。ZOOM を利用したアクター
ズミーティング開催許可を保護者の方々に書面で頂く。
（平塚学園より 35 名分の同意書を頂いている。担当教諭
によると学校の PC 使用許可の確認が必要。）
・先ずはアクターズミーティングの実施を目指す
（11/14）
。
年次大会は中止だが拡大版のアクターズミーティング（例）
として開催してはどうか（12 月頃）。
・3/27 〜 3/28 のインターアクト一泊研修はコロナの状
況により開催有無を判断。中止の場合は代替案（WEB）
にて。

◎親睦委員会

米山範明委員長

クリスマス例会について、委員会で話し合いをしました。
10 月 5 日月曜日に委員会を開催するにあたり、それまで
に開催の是非。
開催した場合の時間帯、家族の帯同、アトラクション・
プレゼント交換の内容等
各自の考えをまとめてもらうことになりました。

◎スマイルボックス委員会

出席 松本 浅野 近藤 平井

平井敬規委員長

スマイルボックス委員会では 7 月〜9 月のスマイル大賞の
選定を行いました。
スマイル大賞は２名、小林誠会員、長島誠人会員
10 月 7 日例会は
スマイル報告
近藤
スマイル大賞 発表
平井
スマイル大賞 表彰
鳥山会長
以上のように決定しました。

◎青少年委員会

嶋田

政光委員長

「今年度活動内容について」
【参加者】小林、嶋田、鈴木成一（後から）
鈴木成一会員が雑誌委員会でしたので、小林さんと私の二
人での開催になりました。
■少年少女マラソン大会について
昨年度の開催がコロナウイルスの影響で中止になってお
り、一昨年度の委員長の瀬尾さんに内容を確認。大体の流
れは把握出来たので、資料に関しては事務局の吉野さんに
メールで送って頂くようにお願いした。再度委員会を開催
し内容を精査して、今年度の準備を段取りする。
■END POLIO の活動について
小林委員より、END POLIO のＰＲ活動を少年少女マラソ
ン大会で出来ないかという案について、大会時に活動出来
るように検討したい。

◎社会奉仕委員会

小林

誠委員長

■4/ 下旬 緑化まつりでの巣箱づくり
・開催の場合はブルーシートにテープを張って区画し、
最大 4 組まで
・スタッフが一緒の作製は密なので、高橋工務店に協力
していただき巣箱製作の映像を事前に撮影し当日見なが
ら作製できるようにします
・その映像は自宅でもＱＲコードで読めるようにするこ
とで、多くの販売も可能
・END POLIO のＰＲ活動（チラシ配布）

クラブ組織強化委員会
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委員会報告
○雑誌員会 青山委員長
・日本のロータリーが100周年を迎えました
1920年（大正9年）10月20日、米山梅吉氏が東京ロー
タリークラブ創立。日本のクラブ数2,238、
会員数86,089人（2020年7月現在）

平塚ロータリー基金運営委員会

・毎年10月は米山月間です。
10/24は世界ポリオデーです。
（総合ページ33~35参照）
アフリカ地域の野生株ポリオウィルス根絶、あと二か
国アフガニスタンとパキスタン、引き続き皆様の支援
が必要です。

19-20年度例会100%出席表彰された会員(欠席者4名)

幹事報告
◎先週もお願いいたしましたが、インドからの緊急国際支援
要請がニューデリー南西ロータリークラブの Lokesh Gupta
パスト会長より届きました。
Gupta パスト会長は相澤パストガバナーを団長とする
第 2780 地区からのポリオワクチン接種チームを何度
となく温かく迎えて下さった方です。今回の要請もこ
のような「絆」から生まれたものです。
現在インドでは新型コロナウィルス感染者数が 420 万
人を超え危機的な状況です。
コロナ患者専用の車輛を確保し、感染拡大を抑え、医
療従事者の負担の軽減を図るため、再度皆様のご支援
をお願いいたします。

ロータリーの友10月号のご紹介記事を発表される青山雑誌委員長

メークアップ（MUP)

常盤卓嗣会員、森誠司会員、山口紀之会員

◎恒例の第 2590 地区との合同「神奈川県ロータリアン親
睦テニス大会」は、11 月に予定しておりましたが、新型
コロナウィルスの影響で中止となりましたのでお知らせい
たします。
◎19-20 年度例会 100% 出席者の表彰
青山紀美代会員 浅野康会員
江藤博一幹事
小笠原勲会員
小林誠会員
清水雅広会員
清水裕会員
杉山昌行会員
鈴木忠治会員
関口幸恵会員
鳥山優子会長
常盤卓嗣会員
成瀬正夫会員
牧野國雄会員
升水一義会員
三荒弘道会員
森 誠司会員
山口紀之会員

◎ 葛西 敬

本日のスマイル

14名

ゲスト

０名

ビジター

0名

卓話・行事予定
10月08日(木)
10月15日(木)
10月22日(木)
10月29日(木)

以上 18 名です。
クラブ会報委員会

3名

湘南いなほクリニック 院長 内門大丈様
入会記念卓話
渡邉美和会員
ガバナー補佐訪問
休会

市内例会変更

○ 浅野 康

近藤 憲司

又城 雅弘

現在ございません。

