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
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年次総会が開催されました
平塚ロータリークラブ付則第１条の規定により指名委
員会を設置し、１０月２９日に指名委員会を開催いたし
ました。指名委員会において次の方々が指名され、理事
会において承認されましたのでご報告いたします。
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21-22年度理事・役員の皆様

平塚ロータリークラブ 週報 3287 号
会長報告
明日はゴルフ部の会長杯があります。最近コースに出る
のは少なく、楽しみな気持ちと不安な気持ちと半々です。
思えば私とゴルフの出会いは約 30 年前。会社員をやって
いた頃です。上司や同僚から何度も誘われていたのです
が、当時の私はゴルフに全く興味がありませんでした。
しかしある日父からこんなことを言われました。
「女性でゴルフをやっていると、いろいろと仕事に都合
がいいぞ。付き合える程度でいいからできるようにして
おきなさい」
そのころちょうど近くに “キッツスポーツセンター”
ができ、ゴルフ練習場もであったので通うことにしまし
た。初めてレッスンに行った日のことをよく覚えていま
す。右も左もわからない私に、レッスンプロは、こう言
いました。
「とりあえず、好きに打っててもらえる？」
……どうやって？
あまりに不親切な対応に、私にはゴルフは合わないな
と思いました。しかし、私は続けることにしたのです。
なぜならもう、月謝を払ってしまったから。それに実際
のコースに出てみない限りは楽しさもわかりません。な
のでしばらくは練習を続けました。そして会社の同僚に
連れて行ってもらい、コースデビューを果たし、最初の
ホールは、なんとパーで上がることができたんです。と
にかく気分がよかった。ゴルフってそんなに難しくない
かも！それからは何度かコースに出て、スコアも少しず
つ縮まりました。
会社勤めで、金銭的に余裕もないので、安いゴルフ場
を探したり、だれが車を出すか決めたり、そういう準備
も含めてゴルフは楽しいと思えました。そんなゴルフで
すが、起業してからはまるで楽しいと思えなくなりまし
た。なぜなら単なる遊びではなく、“接待ゴルフ” という
名の仕事になってしまったからです。何事も少しの遊び
や余裕がないとつまらなくなります。私はまさにそのこ
とをゴルフで実感しました。

◎毎年開催されます平塚市社会福祉展が今年は WEB での
開催となりました。
社会福祉展は福祉施設の皆さんが作った作品を写真や
動画で紹介しています。YouTube から「社会福祉展」
で閲覧できます。本日受付にご案内がございます。
◎次週は上期情報集会報告会です。
グループでのご意見をまとめて、各グループ幹事また
は代理の会員より発表をお願いいたします。

委員会報告
○雑誌委員会 青山紀美代委員長
P93 「環境中の有害物質の健康に与える影響」
香害。アレルギーで注目されており柔軟剤、空中除菌
剤、手洗い洗浄剤などに含まれる。有機塩素系の農薬
や殺虫剤が食品に残留することの影響。酸化コレステ
ロール活性酸素が必要以上に増えると「老化」する。
こんがりした食べものに注意、活性酸素を抑えるみそ
汁や煮たり蒸したりしたものが良い。日本食は理にか
なっている。
P70~77 コロナ禍の影響から医療現場、福祉施設、
学校など各クラブからの寄付・寄贈が多く紹介されて
いる。
○プログラム委員会 元吉裕員委員長
今月の例会予定を発表致します。
今週は年次総会、来週は上期情報集会の報告会です。
翌週12月17日は公益社団法人平塚青年会議所理事長
数田俊樹様、24日はクリスマス例会を通常例会と同じ
時間で開催予定です。
メークアップ（MUP)
浅野康会員、常盤卓嗣会員

また、ここ数年はゴルフに行こうとする度に、捻挫を
したり、ギックリ腰になったり、足の爪を剥がしたり、
災難に見舞われるようになりました。しかしこれは、偶
然ではなく、気が進まない気持ちの潜在意識から、その
ような結果を生み出しているようにも思えます。だから
今回の会長杯を私は、会社員時代の時のように、心から
楽しみたいと思います。
そして最後に、私が心から楽しめるようにお願いがあり
ます。

幹事報告
◎週報第 3280、3281 号および月信 12 月号が HP に掲載
されましたので、ご覧ください。
クラブ会報委員会

本日のスマイル
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卓話・行事予定
12 月10日(木)
12 月17日(木)

どうか、お手柔らかにしてくださいね。

◎ 葛西 敬

2名

上期情報集会報告会
公益社団法人平塚青年会議所
理事長 数田俊樹様
クリスマス例会

12 月24日(木)
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

