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2020-2021年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：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 3 11 3301 3301

3 11 63 61 休会 ー

2 25 63 61 休会 ー

本日のスマイル

委員会報告

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

　10年前の今日（3月 11日）、私たちは恐怖と不安の中
にいました。

　経験したことがない大きな揺れ。信号が消え、混乱す
る街。何よりテレビで見る東北の変わり果てた姿。平穏
な日常が一瞬にして変わってしまいました。その1年後、
私はギターの学校の社会人学生として宮城県へ慰問コン
サートに訪れます。少しでいいから東北の方々に元気に
なってもらいたい。そんな思いとギターを抱えて、東北
を訪れました。

　演奏時間は約 1時間。その間、東北のみなさんが真剣
なまなざしで、私たちの演奏を聴いてくれたことをよく
覚えています。

　しかしそれ以上に強烈に覚えているのが、演奏終わり
での皆さんからの言葉です。目を潤ませ、声を震わせな
がら私たちに感謝の言葉を述べてくれました。その言葉
は、演奏に対してはもちろんのこと、そして私たちの姿
にも向けられました。

　「綺麗なドレスやタキシードで来てくれてありがとう」
特に女性のみなさんは、そばに来て着ていた私たちが着
ているドレスを触るんです。私はその言葉を聞いて胸が
締め付けられました。震災から 1年という月日が経って
もなお、現実は不安がいっぱいで、華やかな衣装を見た
り着たりする機会がないのだということがわかったから
です。東北のみなさんは、そうした永遠に続くような暗
闇の中で、私たちの姿に希望の光を重ねていたのかもし
れません。

　あれから 10 年が経ち、少しずつですが東北は復興へ
と歩みを進めています。

　この度、緊急事態宣言の延長が決まり、予定していた
例会の再開も断念せざるを得なくなりました。私を含め、

会長報告 楽しみにされた方がたくさんいたと思います。

　しかし、絶望と思えるような今も、時がたつことで癒
されることがあります。10 年という歳月の中、東北の
方々が頑張ってこられたように、私たちも少しずつ歩み
を進めていきましょう。

　大丈夫、私たちならきっとできるはずです。

幹事報告

◎本日の例会再開に向けて準備して参りましたが、再度
　の緊急事態宣言延長の為、本日と次週3/18の例会は
　Web例会となりました。皆様との再会はまた少し先に
　なってしまいました。
　
◎3月13日(土)に2021-22年度に向けての会長エレクト研
　修セミナー(PETS)はZoomにて開催されます。
　柏手会長エレクトが出席されます。
　
◎3月12日(金)の富士スピードウェイへの企業訪問は現地
　集合、屋外ということで、予定通り開催されますので、 
　お申込みされた方はご出席をお願い致します。

　今回、委員会報告はございません。

鳥山優子会長
　いよいよ明日は富士スピードウェイの企業訪問です。
　天気予報は曇り、皆さん準備はできていますか？
　明日サーキットでお会いしましょう！

江藤博一幹事
　宣言延長に伴い、会も休会になってしまいました。
　この２ヶ月の間に何人かの仲間が転勤でクラブを去る

　事になってしまいました。ご挨拶できず残念な気持ち
　で一杯です。早く収束することを願って、コロナに負
　けるな！

杉山昌行会員
　誕生祝　ありがとうございます。
　先日、自宅宛に介護保険被保険者証が届きました。改
　めて自覚すると共にこれからも健康に気をつけていき
　たいと思います。皆様よろしくお願いします。

清水雅広会員
　緊急事態宣言が2週間延長されました。鳥山会長、江藤
　幹事はじめスマイルBOX委員会の皆さん、改めてWEB
　例会 よろしくお願い致します。
　本日3月11日は、東日本大震災から10年ですね。あの日
　の あの揺れ、あの恐怖は10年経ってもハッキリ覚えて
　います。
　いつ来るか分からない大地震、改めて避難経路や食料
　備蓄をしっかりしておきたいと思います。
　さて、明日は富士スピードウェイへ企業訪問ですね。
　しっかり研修視察をして、サーキットに行くと緩みが
　ちになる「心のブレーキ」を踏みながら1日楽しみま
　しょう！

柏手茂会員
　緊急事態宣言が、延長になってしまいました。昨年12
　月29日から本日まで夜の外食自粛72日の連続記録更新
　中です。21日には解除となりますように。そして、皆
　様とお会いできることを楽しみにしています。

清水裕会員
　皆さん、緊急事態宣言の中いかがお過ごしでしょうか。
　暦は、弥生３月となりました。昨年の３月は、新型コ
　ロナ感染拡大により平塚ＲＣも１２日より休会に入り、
　その後４月７日に緊急事態宣言が発令され、結局６月
　１１日の例会まで休会となってしまいました。
　昨年の今頃は、まさか一年後の３月がこのような状況
　になるとは予想もしておりませでした。ただ、今年は
　会長はじめ執行部の方々のご尽力で、オンライン例会
　が開催されていることに感謝申し上げます。
 　また皆さんに会えることを楽しみにしております。
 
米山範明会員
　今月で５３才になります！大変な時代の中、自分なり
　に良い歳にしたいと思います！お祝いありがとうござ
　いました。

 平井 敬規会員
　先日弊社事務所を改装いたしました。
　ご来社くださった方からは非常に好評で喜んでおりま
　す。取り組みとしてロータリー日本財団への寄付金を
　募ることにしました。
　お気持ちに応えるよう、美味しい珈琲を淹れますので
　真土にお越しの際はお寄りください。
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平塚南RC　　　緊急事態宣言中休会
平塚北RC　　　緊急事態宣言中休会
平塚西RC　　　緊急事態宣言中休会
大磯RC　　　　緊急事態宣言中休会

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
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　事になってしまいました。ご挨拶できず残念な気持ち
　で一杯です。早く収束することを願って、コロナに負
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　先日、自宅宛に介護保険被保険者証が届きました。改
　めて自覚すると共にこれからも健康に気をつけていき
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