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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 2 25 3299 3299
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2 4 63 61 休会 ー

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

　皆さんは毎月配信されるガバナー月信の表紙をご覧に
なっていますでしょうか。私は昨年、第 2号の表紙を見
て、はっと息を吞みました。なぜならその表紙には鎌倉
彫の写真が使われていたからです。

　実は私の母は鎌倉彫の講師をしていました。しかも、
写真に写っていた鎌倉彫と同じ流派です。私は自分自身
で作品を彫ることはしませんが、目利きには自信があり
ます。だから、ガバナー月信を見て、すぐに「これは母
が作っていたのと同じ鎌倉彫だ！」と気づくことができ
ました。

　そして 8年前に亡くなった母に想いを馳せました。
母は私が小学生になるくらいに鎌倉彫を習い始め、技術
を磨いていました。夜に習いに行くものですから、私は
姉と、近所のお留守番に来てくれるお姉さんとお留守番
をしていました。しかし、私には寂しいという思いはあ
りませんでした。むしろ「大人でも勉強するんだ」と子
供心にいたく感心し、「やりたいことをやっているのは素
敵だ」と母を尊敬したのをよく覚えています。

　そんな母は生涯現役で、亡くなる直前まで実に 50 年
もの長きにわたって作品を作り、お弟子さんにその技術
を伝承していました。

　一方で、母は先生として人に教えるだけではありませ
ん。神奈川県認定鎌倉彫優秀技能者である江刺　榮一さ
んに作品を作っては見てもらい、助言を受けるなど、自
分磨きに余念がありませんでした。

　鎌倉彫は、800 年の伝統を誇る工芸品です。これだけ
長い歴史があるのも、きっと多くの職人さんが母のよう
に技術を磨き続けてきたことに他ならないでしょう。

　今、我が家には母が残してくれた作品がいくつもあり
ます。そしてその作品を見るたびに、母が私を見守って

会長報告
くれているように感じます。

　生涯を貫き学び続けた母。そして次の世代に伝統をつ
ないでいった母。人の学びは一生終わりことがなく、い
つまでも自分を磨きつづけることができる。ガバナー月
信の表紙を見て、私は改めてそんなことを実感しました。
皆さんはいかがでしょうか。学ぶことを続けていますか？

　社会に出たから、結婚したから、子供が生まれたから、
還暦を迎えたから。それで終わりではありません。私た
ちは、いつでも、そしてこれからもずっと成長し続ける
ことができるのではないのでしょうか。

幹事報告

◎今年度から次年度にかけて、米山奨学生をお世話する  
　こととなりました。
　名前はブイ、アン　スアンさん男性、国籍はベトナム 
　です。湘南工科大学の4年生です。奨学期間は2021年
　4月から2022年3月までです。
　カウンセラーは江藤幹事です。今後例会にも参加され
　ますので、皆さんお声を掛けてあげて下さい。一年間
　宜しくお願い致します。

　
◎富士スピードウェイへの企業訪問のお申込みを今月末
　まで受け付けております。
　前回、お申込み頂いた方も改めてお申込みして頂く必
　要があります。まだ十分余裕がございますので、多く
　の会員のご参加をお願い致します。
　
◎予定通り3月7日で緊急事態宣言が解除になりますと、
　例会再開の一回目は3月11日(木)になる予定です。例
　会再開予定の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

◎今年度から次年度にかけて、米山奨学生をお世話する  
　こととなりました。
　名前はブイ、アン　スアンさん男性、国籍はベトナム 
　です。湘南工科大学の4年生です。奨学期間は2021年
　4月から2022年3月までです。
　カウンセラーは江藤幹事です。今後例会にも参加され
　ますので、皆さんお声を掛けてあげて下さい。一年間
　宜しくお願い致します。

　
◎富士スピードウェイへの企業訪問のお申込みを今月末
　まで受け付けております。
　前回、お申込み頂いた方も改めてお申込みして頂く必
　要があります。まだ十分余裕がございますので、多く
　の会員のご参加をお願い致します。
　
◎予定通り3月7日で緊急事態宣言が解除になりますと、
　例会再開の一回目は3月11日(木)になる予定です。例
　会再開予定の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。

プログラム委員会　元吉裕員委員長

　緊急事態宣言が無事に解除されましたら、3/11(木)の
　例会はリトアニア共和国より国際交流員のチェカナビ
　チューテ　ラサ様に卓話をして頂きます。　
　翌日の3/12(金)は企業訪問で富士スピードウェイにて、
　サーキット走行会を予定しております。前回お申込み
　頂いている方も再度お申込み下さい。また、前回都合
　がつかなかった方で、今回は行けるという方は是非参
　加申し込み下さい。

鳥山優子会長
　大阪なおみ選手、全豪オープン優勝おめでとうござい
　ます。彼女のスピーチにいつも素晴らしい礼儀を感じ
　ます。感動をありがとう。

江藤博一幹事
　2月も終わり時間が経つのが早いですね。このような
　時代ですが、必要至急で北海道のグループ会社への北
　海道出張が続いております。冬の北海道、雪があると
　保温効果があって風がなければ思ったより暖かくて良
　い所ですよ。早く国内も遠慮なく旅行に行けるように
　なるといいですね。コロナに負けるな！

清水 孝一会員
　「会員の皆様如何お過ごしですか？長引くコロナ禍で
　良く悪くも公私に日常が変わったと思います。
　私は夜の会食、二次会が全くと言って良い程無くなり、
　健康的ではあるものの人的交流が減り、やはりどこか
　でマグマが溜まっているようです。
　毎週の会長、幹事のUTUBEは欠かさず拝見しています
　が、早期に会員各位にお目通り出来る時が来るよう切
　に願っています。」

平井 敬規会員
　20日土曜日、横浜で従兄弟の結婚式に参列いたしまし
　た。昨年からコロナ禍の影響で２回延期し、ようやく
　縮小しながらも開催できました。

　最近のコロナ禍で、お祝い事から遠ざかっていたので
　とても楽しめました。
　新郎新婦をお祝いしてスマイルします。

飯塚 和夫会員
　「緊急事態宣言の中でも月日は経つのですね・・・。
　六十ウン歳の誕生日を迎えることになりました。今の
　ところ（？）、健康なのを喜ばなければ！！コロナが
　終わったら、楽しいロータリー、楽しい例会、楽しい
　ゴルフ？？を満喫したいですね！！皆様と再会できる
　日を楽しみに・・・もう少しの辛抱です。頑張りまし
　ょう！！」

米山俊二会員
　皆様こんにちは、先日、友人の測量屋さんのお手伝い
　で市役所に標高表示を設置して参りました。平塚市役
　所で仕事をするのは始めてですが、今後何十年とこの
　位置に基準点として残されるので、大変良い仕事に携
　われたと思いました。市役所西側の緑地にめあるので
　機会があれば見て下さい。そしてお昼は近くにある伊
　勢うどんでランチ、いせ三昧で大満足のボリューム、
　柔らかめのうどん美味しかったです。皆様も近くに行
　ったら是非食べてみて下さい。

嶋田 政光会員
　今年も誕生日のお祝いを頂きまして、ありがとうござ
　います(^ ^)51歳になりました！
　私は51歳ですが、嫁は27歳、子供は3歳と2歳…
　まだまだ頑張りまーす（笑

渡邉 美和会員
　『今月誕生日を迎えます。お誕生日祝いをありがとう
　ございます。皆様にお会いできないのは寂しいですが
　毎週配信を楽しみにしています。先日生まれて初めて
　牡蠣に当たりました。とてつもなく苦しんだのに体重
　は減りませんでした(泣)。リスクはコロナだけじゃあ
　りませんね。皆様と元気にお会いできる日を楽しみに
　しています。』

又城 雅弘会員
　「先日、結婚祝いの花束が自宅に届きました、ありが
　とうございました。
　通年であればどこかレストランでも行って祝うところ
　なのですが今年はこの状況なのでおとなしく自宅で妻
　の手料理でしたがテーブルに素敵な花束がありました
　ので良い雰囲気で美味しくいただきました。
　平常に戻り皆様にお会いできることを楽しみにしてお
　ります。」
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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)

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

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・・・飯塚和夫会員、清水孝一会員、
　　　　　　  嶋田政光会員

結婚祝い　・・・無し

鳥山優子会長
　大阪なおみ選手、全豪オープン優勝おめでとうござい
　ます。彼女のスピーチにいつも素晴らしい礼儀を感じ
　ます。感動をありがとう。

江藤博一幹事
　2月も終わり時間が経つのが早いですね。このような
　時代ですが、必要至急で北海道のグループ会社への北
　海道出張が続いております。冬の北海道、雪があると
　保温効果があって風がなければ思ったより暖かくて良
　い所ですよ。早く国内も遠慮なく旅行に行けるように
　なるといいですね。コロナに負けるな！

清水 孝一会員
　「会員の皆様如何お過ごしですか？長引くコロナ禍で
　良く悪くも公私に日常が変わったと思います。
　私は夜の会食、二次会が全くと言って良い程無くなり、
　健康的ではあるものの人的交流が減り、やはりどこか
　でマグマが溜まっているようです。
　毎週の会長、幹事のUTUBEは欠かさず拝見しています
　が、早期に会員各位にお目通り出来る時が来るよう切
　に願っています。」

平井 敬規会員
　20日土曜日、横浜で従兄弟の結婚式に参列いたしまし
　た。昨年からコロナ禍の影響で２回延期し、ようやく
　縮小しながらも開催できました。

　最近のコロナ禍で、お祝い事から遠ざかっていたので
　とても楽しめました。
　新郎新婦をお祝いしてスマイルします。

通常例会　
場所：グランドホテル神奈中 2階
卓話：国際交流員　チェカナビチューテ　ラサ様

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、清水 孝一会員、平井敬規
会員、飯塚和夫会員、米山俊二会員、嶋田政光会員、渡邉
美和会員、又城 雅弘会員

9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！

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

各種アクセスアドレス

飯塚 和夫会員
　「緊急事態宣言の中でも月日は経つのですね・・・。
　六十ウン歳の誕生日を迎えることになりました。今の
　ところ（？）、健康なのを喜ばなければ！！コロナが
　終わったら、楽しいロータリー、楽しい例会、楽しい
　ゴルフ？？を満喫したいですね！！皆様と再会できる
　日を楽しみに・・・もう少しの辛抱です。頑張りまし
　ょう！！」

米山俊二会員
　皆様こんにちは、先日、友人の測量屋さんのお手伝い
　で市役所に標高表示を設置して参りました。平塚市役
　所で仕事をするのは始めてですが、今後何十年とこの
　位置に基準点として残されるので、大変良い仕事に携
　われたと思いました。市役所西側の緑地にめあるので
　機会があれば見て下さい。そしてお昼は近くにある伊
　勢うどんでランチ、いせ三昧で大満足のボリューム、
　柔らかめのうどん美味しかったです。皆様も近くに行
　ったら是非食べてみて下さい。

嶋田 政光会員
　今年も誕生日のお祝いを頂きまして、ありがとうござ
　います(^ ^)51歳になりました！
　私は51歳ですが、嫁は27歳、子供は3歳と2歳…
　まだまだ頑張りまーす（笑

渡邉 美和会員
　『今月誕生日を迎えます。お誕生日祝いをありがとう
　ございます。皆様にお会いできないのは寂しいですが
　毎週配信を楽しみにしています。先日生まれて初めて
　牡蠣に当たりました。とてつもなく苦しんだのに体重
　は減りませんでした(泣)。リスクはコロナだけじゃあ
　りませんね。皆様と元気にお会いできる日を楽しみに
　しています。』

又城 雅弘会員
　「先日、結婚祝いの花束が自宅に届きました、ありが
　とうございました。
　通年であればどこかレストランでも行って祝うところ
　なのですが今年はこの状況なのでおとなしく自宅で妻
　の手料理でしたがテーブルに素敵な花束がありました
　ので良い雰囲気で美味しくいただきました。
　平常に戻り皆様にお会いできることを楽しみにしてお
　ります。」

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




