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新型コロナウィルスによる緊急事態宣言発令のためWeb例会

　最初に一点嬉しい報告があります。先日、会長幹事会
をＺＯＯＭで行いました。その中で、吉野ガバナー補佐
が、例会を休止しているクラブも多い中、平塚ロータリー
クラブはＷＥＢ例会など積極的に行動を起こしていると、
久保田ガバナーをはじめ、いろいろな人から評価を得て
いるという話をしてくださいました。手探りで始めたこ
のＷＥＢ例会が、このような形で評価いただいたことを
大変嬉しく思います。

　さて、話は変わりますが、先日、私が美容院に髪を切
りに行った時のこと。たまたま見た女性週刊誌に「希望
と元気があふれていた 50 年前のニッポンを思い出そう」
という特集がありました。50年前というと、ちょうど私
が高校 1年生になった年です。当時の私は……今もあま
り変わらないかもしれないですが、何にでも流行に飛び
つくミーハー少女でした。そんなミーハー少女だった
1971 年。よく覚えていることが２つあります。

　１つは、グランド・ファンク・レイルロードの来日コ
ンサート。グランド・ファンク・レイルロードはアメリ
カのハードロックバンドなのですが、豪雨の中、後楽園
球場で行われたコンサートは「伝説のライブ」として今
も語り継がれています。
しかし、私の中では雨に降られた記憶と言うのは、かす
かにしか残っていません。それよりも、外国のミュージ
シャンを生で観られた喜びや感動の方が大きく記憶に
残っています。

　もうひとつは、マクドナルドが日本に初出店したこと
です。友達と一緒に銀座に行き、ハンバーガーを注文し
ました。当時は今のようなイートインスペースがありま
せんでしたから、みんな立つでも座るでもなく、歩行者
天国に散らばって食べていました。

　大変な行列を並んだのは覚えていますが、具体的にど
れくらい待ったかまでは覚えていません。それよりも「日

会長報告 本初のアメリカの味を味わえた」ということが強く記憶
に残っています。

　50年前の日本は確かに希望と元気があふれて、いたか
もしれません。しかし、悲しい事件や事故がなかったわ
けではありません。それでもなぜか思い出すことは、雨
でずぶぬれになった記憶よりも初の球場ライブで興奮し
た記憶。行列で並ばされた記憶よりも、初めて食べたハ
ンバーガーの味です。つらかった記憶よりも、楽しかっ
た記憶ばかりを思い出す。人間とは本来、どんなつらい
ことでも前向きに考える力があるのかもしれません。

　私たちは今、コロナ禍で苦しんでいます。しかしその
おかげで新たな価値観にも触れることができました。こ
のＷＥＢ例会もまさにその一つです。もしかしたら 50
年後の日本では、「オンライン元年」「テレワーク元年」「デ
リバリー元年」のように、今の出来事を前向きに捉えて
いるかもしれません。
「50 年前の日本は、希望と元気があふれていた」
そう振り返ってもらえるよう、私は今なすべきことをや
っていきたいと思います。

幹事報告

◎前回のWeb例会でお知らせいたしましたが、この度、  
　久保田ガバナーより正式に 3月 7日まで対面会合自粛
　期間とし、対面会合をオンライン会合への変更のお願
　いがありました。
　また、6月開催予定の台北国際大会もバーチャル開催
　に変更が決定いたしました。

◎2021-22 年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを
　2/9( 火 ) にメールにてお知らせを致しました。
　ロータリー手帳はロータリー年度で製作されており、
　付録にロータリー用語などが掲載されています。一冊
　700円です。お申し込みの方は、2月22日（月）まで
　に事務局へメールでご連絡下さい。

◎ロータリー米山記念奨学会より、2020 年 12 月付けで
　第 43回米山功労クラブとして平塚 RCへ感謝状が贈
　られて来ました。
　これは個人・法人・クラブ扱いの特別寄付金累計額が
　100万円を超えるごとに表彰されます。皆様のご協力
　を感謝いたします。
　
◎第 43回ひらつか市展は先月、新型コロナウィルス感
　染防止対応として、縮小開催とご連絡がありましたが、
　緊急事態宣言が延長されたため、今年度は開催中止と
　なりました。
　昨年度お納めいたしました協賛金を令和4年度の「ひ
　らつか市展」入賞者の記念品に使用されるとのご連絡
　を頂きました。

◎徐々に感染者が減少しております。予定通り 3月 7日
　で緊急事態宣言が解除になると例会再開の一回目は 3
　月 11 日になる予定です。
　例会再開の予定の3月11日、翌12日は富士スピードウェ
　イへの企業訪問になります。連日になりますが、ご予
　定を頂ければと思います。
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本日のスマイル

委員会報告

◎前回のWeb例会でお知らせいたしましたが、この度、  
　久保田ガバナーより正式に 3月 7日まで対面会合自粛
　期間とし、対面会合をオンライン会合への変更のお願
　いがありました。
　また、6月開催予定の台北国際大会もバーチャル開催
　に変更が決定いたしました。

◎2021-22 年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを
　2/9( 火 ) にメールにてお知らせを致しました。
　ロータリー手帳はロータリー年度で製作されており、
　付録にロータリー用語などが掲載されています。一冊
　700円です。お申し込みの方は、2月22日（月）まで
　に事務局へメールでご連絡下さい。

◎ロータリー米山記念奨学会より、2020 年 12 月付けで
　第 43回米山功労クラブとして平塚 RCへ感謝状が贈
　られて来ました。
　これは個人・法人・クラブ扱いの特別寄付金累計額が
　100万円を超えるごとに表彰されます。皆様のご協力
　を感謝いたします。
　
◎第 43回ひらつか市展は先月、新型コロナウィルス感
　染防止対応として、縮小開催とご連絡がありましたが、
　緊急事態宣言が延長されたため、今年度は開催中止と
　なりました。
　昨年度お納めいたしました協賛金を令和4年度の「ひ
　らつか市展」入賞者の記念品に使用されるとのご連絡
　を頂きました。

◎徐々に感染者が減少しております。予定通り 3月 7日
　で緊急事態宣言が解除になると例会再開の一回目は 3
　月 11 日になる予定です。
　例会再開の予定の3月11日、翌12日は富士スピードウェ
　イへの企業訪問になります。連日になりますが、ご予
　定を頂ければと思います。

雑誌委員会　青山紀美代

2月号ロータリーの友原稿

【2月２３日はロータリー創立記念日です】
天皇誕生日と一緒なので覚えやすいですね。

（以下、総合ページを記載）
「久々に涙腺が止まらなかった記事です！！」
【P7~13】平和構築と紛争予防月間「過去を知り、未来
へつなぐ」
元・長崎記念病院理事長、福井順（すなお）第2740地区
パストガバナー（2008年ご逝去）の被爆体験談。
19歳医学生当時に長崎で被爆、同級生130名のうち生存
者４名、その後も生死をさまよう原爆症との闘い。一睡
もせず付き添った愛情深い母と陸軍軍医の父、朝鮮から
帰国し治療してくれた医学生の兄。また、一日でも長く
生きる事への決意を説いた教授、近しい人から沢山の愛
情に支えられ生き抜いた生涯。「未来は変えられる」、
説得力あるお言葉でした。

「我がクラブも負けてないぞ。小泉芳郎会員は満96歳、
いつもニコニコ、元気です！」
【P64左下絵】私の宝物
第2780地区相模原RC佐藤清一様のご投稿。地区最高齢
９８歳、一世紀生きるのは大事業！とのこと。納得。

鳥山優子会長
　毎回　WEB例会で皆様の近況を聞くことが楽しみにな
　りました。こんな形でも皆様とつながりができて、嬉
　しく思っています。
　ご協力ありがとうございます。

江藤博一幹事
　早いもので2月も後半。去年の今頃はギリギリ、ベト
　ナムのミャンマーに出張しておりました。いつになっ
　たら自由に海外へ行けのか？早く自由に往来出来るこ
　とを期待して、コロナに負けるな！

升水富次郎会員
　結婚記念、69年にあたり、皆様のご支援により本日ま
　できました。
　ありがとうございました。

成瀬正夫会員
　結婚記念日祝いのフラワーアレンジメントありがとう
　ございました。

柏手茂会員
　「今週の日曜日に総合公園に散歩に行きました。当日
　は、昼間の最高気温が１７度の春を思わせる陽気です。
　総合公園には、平塚RC60(50)周年で記念植樹された大 
　島桜があります。この陽気でもしかして、花が１輪で
　も咲いているかもと思い様子を見てきました。残念な
　がらちょっと早いようです。その北側のある梅の花を
　眺めて、春を感じてきました。」

　注意：花の咲いているのは梅です。蕾は、大島桜です。

清水裕会員
　さる２月１４日に看護師国家試験が実施されました。
　本校学生も無事、全員受験が出来てほっとしておりま
　す。

　今年度の学生は、コロナ禍で十分な受験対策が出　来
　ず、加えて臨床実習も不十分な状況での受験となりま
　した。

　受験前日には地震までくる始末で、本当にかわいそう
　な学年になってしまいました。そのような状況は全国
　の受験生共通なので、受験した以上は、とにかく全員
　合格することを願っています。
 
　合格した後は、どこかの病院で皆さんとお会いするこ
　ともあるかと思いますので、その節はよろしくお願い
　いたします。

米山俊二会員
　皆様、こんにちは、緊急事態宣言が延長され平塚ロー
　タリークラブの例会休会も１ヶ月延長になってしまい
　ました。皆様にお会いする事が出来なくなり非常に残
　念に思っております。

　大変楽しみにしていた企業訪問も一ヶ月延期になって
　しまい、こちらも残念です。来月の11日は例会再会一
　発目として是非とも開催出来るよう願っております。
　最近はマスクを常にしているのに、花粉にやられしま
　い目が痒くて辛い日々を送っております。

　来月皆様にお会い出来る頃は、もう少し暖かくなり過
　ごし易くなっていることを心より祈念申し上げます。

小林誠会員
　肉の日、２月９日が誕生日です。
　お陰様で５０歳を迎えることができました。

　先日、人間ドックを受診しましたが、体重、ウェスト、
　ガンマＧＴＰ、血糖値、中性脂肪、尿酸値あらゆる数
　値が２年前の受診結果より下がっていました！

　しかし喜んでばかりいられません・・・
　身長も０．５ｃｍ下がってました（ショック）

　写真は誕生日プレゼントで社会人の娘からもらったも
　のです。炭酸飲料が作れる商品で、炭酸水はもちろ
　ん、ワイン・日本酒をシュワシュワにしていただき
　ました。嬉しくて吸い込みよく飲みすぎました。

　５０代の抱負は、さぼっていた
　勉強をもっとしていこうと思い
　ます。

　皆さまこれからもよろしく
　お願いいたします。

鈴木成一会員
　「こんにちは。皆さんの中で楽天モバイルを使ってい
　る方はおられますか？」
　先月から、急に、いくつもの知らない会社から、電柱
　を建ててくれという工事依頼が舞い込むようになりま
　した。

　世の中で電柱を建てる人は限られているので、逆に気
　持ち悪いなと思っていたのですが、じきに楽天モバイ
　ルの基地局だと分かりました。楽天がここで一気に通
　話エリアを拡大する計画のようで、たくさんの元請け
　がそれを奪い合い、それぞれがまた我々のような施工
　会社を奪い合っている状態です。

　3月末までに何百局という工期のなか、関わっている
　会社が皆バタバタで、資材の調達や段取りもめちゃく
　ちゃで、迷惑ですが滑稽でもあります。

　ここまで無理に受注するのは、きっと楽天がかなり良
　い金額で発注しているんだろうなと想像します。
　私は楽天モバイルを使っていませんが、通話エリア、
　品質が充実するのは確かだと思います。
　
　あ、キャリアはNTTに決まってますよね、
　皆さん（笑）！

相山洋明会員
「誕生日」
　51才になりました。
　飲食業にとっては昨年はコロナに振り回された一年で
　したので、今年こそはHappyな一年にしたいと思いま
　す。

「結婚記念日」
　今年で銀婚式（25年）になります。
　ここ最近、夫婦円満な感じになってきました。
　良くも悪くも峠を越えたと言う事でしょうか（笑）
　目指せ金婚式!

新堀将一会員
　この度は結婚記念日のお花をいただきありがとう御座
　います。妻の病気の為只今休会させて頂いております
　がこれからも妻と共にしっかりと病気に向き合って参
　ります。
　ありがとうございました。
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　る方はおられますか？」
　先月から、急に、いくつもの知らない会社から、電柱
　を建ててくれという工事依頼が舞い込むようになりま
　した。
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相山洋明会員
「誕生日」
　51才になりました。
　飲食業にとっては昨年はコロナに振り回された一年で
　したので、今年こそはHappyな一年にしたいと思いま
　す。

「結婚記念日」
　今年で銀婚式（25年）になります。
　ここ最近、夫婦円満な感じになってきました。
　良くも悪くも峠を越えたと言う事でしょうか（笑）
　目指せ金婚式!

新堀将一会員
　この度は結婚記念日のお花をいただきありがとう御座
　います。妻の病気の為只今休会させて頂いております
　がこれからも妻と共にしっかりと病気に向き合って参
　ります。
　ありがとうございました。



メークアップ（MUP)

本日のスマイル

ゲスト

ビジター

卓話・行事予定

市内例会変更

0名

0名

0名

2月18日(木)～3 月4日(木)

3 月07日緊急事態宣言が解除の場合

3 月11日(木)

3 月12日(金)

新型コロナウィルスによる
緊急事態宣言発令の為、休会

平塚南RC　　　2/19、2/26、3/5休会
平塚北RC　　　2月全て休会
平塚西RC　　　2月全て休会
大磯RC　　　　2月全て休会

平塚ロータリークラブ 週報 3298号

クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　　近藤 憲司　　又城 雅弘

今週のお祝い

誕生日祝い・・・渡邊美和会員

結婚祝い　・・・小笠原勲会員

通常例会　
場所：グランドホテル神奈中 2階
企業訪問　富士スピードウェイ

鳥山優子会長、江藤博一幹事、升水富次郎会員、成瀬正夫
会員、柏手茂会員、清水裕会員、米山俊二会員、小林誠会員、
鈴木成一会員、相山洋明会員、新堀将一会員

11名

『会員の近況報告』募集について

　コロナ禍の中、皆様いかがお過ごしですか？例会も中
止となり、平塚ロータリークラブのメンバーの動向も気
になるところです。そこで、会員同士の情報を共有する
ために” スマイル” をしてみてはいかがですか？

　近況やコロナ禍だから経験できたことなどを、メール
やファックス、写真やビデオでお知らせいただければ、
動画配信時のビデオメッセージで紹介させていただきま
す。メールで投稿いただきますと、写真や動画を動画配
信時のビデオメッセージで紹介します。ファックスでコ
メントいただきますと、ビデオメッセージで読ませてい
ただきます。とても簡単なので、ぜひ皆様の近況をお聞
かせください。
 
　メール・ファックスは、下記スマイルボックス委員長
までお送りください。携帯やスマートフォンで撮影され
た、写真や動画をお送りください。下記QRコードをス
マホのカメラで読み込むことで、私（平井）の LINE を
簡単にご登録いただけます。皆様の投稿をお待ちしてお
ります。
 
毎月曜日までに送信いただいた原稿を、木曜日公開の動
画配信でご紹介いたします。
 
　なお、このスマイルは０円です！

スマイルボックス委員長
平井敬規
Email：hirai@taiyohealth.co.jp
FAX：0463-55-2626

平塚ロータリークラブHP
http://hiratsuka-rotary.jp/
 

国際ロータリー第2780地区HP
https://rid2780.gr.jp/

マイロータリーHP
https://my.rotary.org/ja/

各種アクセスアドレス
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