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：ロータリーは機会の扉を開く
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から

2021 1 7 3292 3292
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12 17 64 62 44(44) 70.97 72.58451

　みなさま、あけましておめでとうございます。新年の
挨拶ということで、お正月旅行の話でもしようと思いま
したが…寝て食べてばかりだったので、今日は違う話を
したいと思います。私が平塚ロータリークラブの会長を
拝命してから半年がたちました。ちょうど区切りがいい
ので、これまでの半年間と、これからの半年間について
お話ししたいと思います。

　まず、これまでの半年間についてですが、事業として
はやり切れない部分がたくさんありました。しかし、何
より一番うれしく思ったのが、毎週欠かさず、皆さんと
例会で顔を合わせることができたということです。他の
クラブではそもそも今年度は例会を開催しないとか、例
会の回数を半分に減らすとか、オンラインだけというと
ころがあった中、平塚ロータリークラブは感染対策を講
じながら、7割～ 8割近くの出席率で開催することがで
きました。これもひとえに皆様のご協力と、そして皆様
の平塚ロータリークラブへの思いがあったからこそでき
たのだと思います。本当にありがとうございます。
　
　そしてこれからの半年間についてですが、残念ながら
青少年交換プログラム、平塚市少年少女マラソン大会な
ど、いくつかの事業は中止が決定いたしました。みなさ
まが楽しみにしていた事業が実施できないことは、残念
でなりません。しかし、その中でも富士スピードウェイ
のサーキット走行は予定通り実施できそうです。密にな
らないことで、コロナ禍でもできることはまだまだある
と希望の光を感じています。

　ところで、車のレースにはピットインというものがあ
ります。タイヤ交換や燃料補給、修理のために、一時的
にコースを離れることです。ピットレーンに入ってから、
元のコースに戻るまで約 20 秒の貴重な時間を失います。
しかし、それでもピットインを行うのは、思わぬトラブ
ルを防いだり、レースをより有利に運ぶためです。
コロナの影響でこれからも中止を余儀なくされることが
ほかにもあるかもしれません。でも、見方を変えれば、
それはピットインのような、これからの準備の時間とも

会長報告

ニューイヤーコンサート
いえるのではないでしょうか。
レースは決して終わっていません。ゴールを目指して、
2021 年も皆さんと一緒に走っていきたいと思っており
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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本日のスマイル
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卓話・行事予定

市内例会変更
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1 月14日(木)～2 月4日(木)

2 月11日(木)
2 月18日(木)

新型コロナウィルスによる
緊急事態宣言発令の為、休会
祝日
移動例会　企業訪問
2月 16日 (火 )富士スピードウェイ

幹事報告

○職業奉仕委員会　元吉裕員副委員長
　本日、テーブルに企業訪問の案内と申込書の 2枚をお
　配りしております。まだ、空きが十分ございますので、
　奮ってご参加いただきたいと思います。日程は 2月 16
　日火曜日、富士スピードウェイで、現地集合、現地解
　散でございます。走行会となっておりますので、ぜひ、
　みなさまの自慢のお車でご来場いただければと思いま
　す。申し込みは 1月 21 日再来週までに事務局あてお
　申込みいただければと思います。ぜひ、よろしくお願
　いします。

○青少年委員会　嶋田政光委員長
　今年度、青少年委員会の委員長の嶋田です。よろしく
　お願いします。冒頭、鳥山会長からもお話があったよ
　うに、第 51 回平塚市少年少女マラソン大会が中止に
　なってしまいました。昨年度に引き続き今年度も中止
　ということで 2年連続の中止となってしまいました。
　昨年末に、白石大委員長をはじめ委員会メンバーで、
　どのようにしたら開催できるかということを議論した
　ばかりでしたが、その後市役所から開催中止との決定
　となりました。平塚のお子様たちに我々ロータリーク
　ラブとして、どうしたらサポートできるかということ
　を、これからも考えていかなければいけないと思いま
　す。ただ、中止になってダメだったということではな
　く、ロータリークラブとして平塚のお子様たちにどう
　いったことができるかということを考えていかなけれ
　ばならないと思います。来年は、ぜひ開催できること
　を期待して、報告とさせていただきます。

フルーティスト
ハーピスト
(株)新堀ギターアカデミー
演奏スタッフ

平塚北RC　　1月5日(火)　→　休会
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クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　　近藤 憲司　　又城 雅弘

委員会報告

山口紀之会員

◎1 月 9 日 ( 土 )13 時より、第 7 回インター・ローター
　アクト委員会が開催されます。
　瀬尾インターアクト委員長が ZOOMで参加されます。

◎1月 9日 ( 土 )14 時より、青少年交換オリエンテーショ
　ンは「青少年交換プログラムの中止に関しての説明会」
　に変更して、ZOOM会議にて開催されます。
　清水雅広カウンセラーが参加されます。

◎RI2780 地区　2023－24 年度ガバナー・ノミニーが確
　定いたしました。
　2020 年 12月 21日 15：00に開催されました指名委員
　会での討議の結果、相模原西ロータリークラブ　田島
　敏久（たじま　としひさ）会員がガバナー・ノミニー
　として指名されました。

◎平塚音楽家協会より第 38 回定期演奏会のご案内が来
　ております。
　今回は日本洋楽の旅・総集編　“奏でよう明日へ！”　
　というタイトルで演奏されます。
　開催日は 2月 11 日（木）祝日です。14 時開演、場所
　は平塚市中央公民館大ホールです。
　全席指定、一人 2,000 円です。
　ご招待券 1名分がありますので、ご希望の方は事務局
　までご連絡ください。

◎本日未明に緊急事態宣言が発せられる予定ですが、本
　日の理事会にて決定となりますが、恐らく2月4日　(木)
　まで休会となります。決定次第、皆様にご連絡差し上
　げます。
　休会となりましても、その間にも会長メッセージを発
　信していきたいと思います。
　その場合は受信方法等もご案内いたします。

演奏者　プロフィール

越部裕子様
安井弘子様
代表取締役　落合洋司様
2名

越部 裕子様（フルーティスト） 
桐朋学園大学卒。新日本フィルの峰岸壮一氏、NHK交響
楽団の小出信也氏に師事。
新堀ギターフェルハーモニーオーケストラに主席奏者と
して活躍。教育者としても実力を発揮し数多くの後進を
育てる。
現在は、日本音楽医療福祉協会で音楽療法のケアスタッ
フとして従事。

安井 弘子様（ハープ奏者）
10歳よりハープを始める。神奈川県立鎌倉高校卒。日本
ハープ界の父、ヨセフ・モルナールに師事。桐朋学園大
学演奏学科ハープ専攻卒。国内外のセミナーでクラシッ
ク、ジャズ、ポップスハープを幅広く学ぶ。
2001 年よりハープトリオ（ハープ 3台）Café de la 
Harp での活動も行い、『題名のない音楽会 21』に出演。
アリゾナ、ニューオーリンズ、サンノゼ、ジュネーブ、
香港などでの海外公演でも高い評価を得ている。
現在、湘南地域を中心に活動を広めている。


