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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 3 18 3302 3302

3 18 63 61 休会 ー

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

　本日は報告したいことが 2つあります。

　1つ目は、3月 12 日に職業奉仕委員会の主催で行わ
れた、富士スピードウェイの企業訪問です。講師は、第
2750 地区の調布むらさきロータリークラブの副会長、
柳田春人さん。レース界で知らない人はいない「Ｚの柳
田」と呼ばれる伝説の人物です。柳田副会長はロータリー
に入会したきっかけを、「自分のところの車を買ってくれ
るから」と冗談っぽくおっしゃった後、「でも今はロータ
リー活動そのものがすごく楽しい」とおっしゃっていた
のがとても印象的でした。

　卓話の後は出席者のみなさんが持ち込んだ愛車で実際
にサーキットを走ります。その際は、柳田副会長のご子
息で現役レーサーの柳田真孝選手、同じく現役レーサー
の千代勝正選手にサーキットの走り方を教えていただき
ました。

　実際にサーキットを愛車で走ることにより、どれくら
いまでスピードを出すことができ、どれくらいの感覚で
ブレーキを踏めばいいのか、自分の愛車の限界を知るこ
とができます。私自身も参加して改めて安全運転への意
識が高まりましたので、みなさんにとっても大変有意義
な時間になったのではないでしょうか。

　このような貴重な時間を作るために尽力くださった白
石委員長をはじめ、柳田副会長が代表取締役を務める株
式会社セントラルの社員のみなさまに改めてお礼申し上
げます。

　２つめ報告は、3月 13 日に会長エレクトセミナーの
ＰＥＴＳが行われたことです。平塚ロータリークラブか
らは、柏手会長エレクトとわたくし鳥山が出席しました。

　今回は、ＰＥＴＳ史上初のＺＯＯＭ開催。久保田ガバ
ナーは冒頭の挨拶で「100％できなくても 0（ゼロ）に

会長報告 するのではなく、5％でも、10％でもできることをやっ
ていこうと思い、ＺＯＯＭで開催することにした」とおっ
しゃっていました。こんな時だからこそ、できることを
やる。そんな久保田ガバナーの想いが伝わってくる挨拶
でした。

　また、2021-22 年度ＲＩ会長のシェカール・メータさ
んがＺＯＯＭで登壇され、次年度のＲＩ会長テーマを発
表されました。ＲＩ会長テーマは「SERVE TO CHANGE LIVES」
「奉仕をしよう　みんなの人生を豊かにするために」です。
今回発表されたＲＩ会長テーマをもとに、田島ガバナー
エレクトが地区方針を発表し、柏手会長エレクトが平塚
ロータリークラブのテーマを決めることになります。

　私自身が経験できなかったＰＥＴＳを目の当たりにし、
まだ残り 3か月ありますが、いよいよ新年度に向けての
準備が始まったということを実感いたしました。この先
どうなっていくのかまだわからないことはたくさんあり
ます。

　しかし富士スピードウェイのようにリアルじゃないと
体験できないこと、ＰＥＴＳのように 100％ではないにせ
よオンラインでもできることのように、これまでの伝統
を守りつつも新しいことに挑戦していくロータリーの姿
が見られることに、私自身とてもわくわくしています。

幹事報告

◎大変残念なお知らせがございます。
　当クラブの最年長の会員であられました小泉芳郎様が
2021年3月7日に慢性心不全でご逝去されました。96歳
でした。お悔やみを申し上げると共に、謹んで皆様にご
報告申し上げます。4月22日(木)に社葬が執り行われる予
定とのことですが、詳細が分かり次第お知らせ致します。

◎もう一つ残念なお知らせがあります。
　JTB神奈川西支店支店長の長島会員が病気療養の為、

退会されます。本日ご挨拶されますが、一日も早いご回
復をお祈り致します。後任に宮下様が決まっています。
　また、日本生命保険平塚総合営業部営業部長の近藤会
員が異動となり、退会となります。こちらは、後任はい
らっしゃいません。短い間でしたがお二人に、クラブの
為にご活躍をして頂きありがとうございました。感謝申
し上げます。
　
◎21 日に発表があるかと思いますが、緊急事態宣言が
解除となりましたら、来週の 3 月 25 日 ( 木 ) の例会は
通常例会となります。皆様との再会を楽しみにしており
ます。
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委員会報告

◎大変残念なお知らせがございます。
　当クラブの最年長の会員であられました小泉芳郎様が
2021年3月7日に慢性心不全でご逝去されました。96歳
でした。お悔やみを申し上げると共に、謹んで皆様にご
報告申し上げます。4月22日(木)に社葬が執り行われる予
定とのことですが、詳細が分かり次第お知らせ致します。

◎もう一つ残念なお知らせがあります。
　JTB神奈川西支店支店長の長島会員が病気療養の為、

　今回、委員会報告はございません。

退会されます。本日ご挨拶されますが、一日も早いご回
復をお祈り致します。後任に宮下様が決まっています。
　また、日本生命保険平塚総合営業部営業部長の近藤会
員が異動となり、退会となります。こちらは、後任はい
らっしゃいません。短い間でしたがお二人に、クラブの
為にご活躍をして頂きありがとうございました。感謝申
し上げます。
　
◎21 日に発表があるかと思いますが、緊急事態宣言が
解除となりましたら、来週の 3 月 25 日 ( 木 ) の例会は
通常例会となります。皆様との再会を楽しみにしており
ます。

2020-2021年度 企業訪問報告

　2021 年３月 12 日 ( 金 ) に企業訪問 富士スピードウェ
イ 国際サーキット体験走行会を行いました。当日の天気
予報は午後から雨の予報でしたが、曇り空ながら天候に
恵まれ、サーキット走行には最適の日となりました。

　新型コロナの緊急事態宣言による例会の休会をうけて、
開催日程を２月１６日から３月１２日へ変更した経緯も
あり、参加者がどれだけ集まってくれるか、準備段階か
ら鳥山会長をはじめ江藤幹事も委員長である私も、気を
抜けない状況から３月に入り再募集の案内を致しました。
２月の開催予定で参加表明していた方で、３月開催には
ご都合がつかず不参加になってしまった数名の方には、
コロナ禍の事とはいえ大変申し訳ありませんでした。

　例会の休会が続く狭間に強硬開催をしても参加する人
は少ないだろうと予想をしていましたが、３月期末の多
忙な時期に仕事の調整をして参加してくれた方や休会が
続く中で仲間の顔を見たいと思い、サーキット走行はや
らないけど見学だけでもと言って義理と人情で参加して
くれた方など、他クラブからのメーキャップも含めて総
勢２３名の参加を受けて盛大に開催することが出来まし
た。特に、いざ御殿場へと馳せ参じてくれた平塚クラブ
の会員１８名のロータリアンには改めて感謝申し上げた
いと思います、ありがとうございました。

　私も含めて参加者の中の数名を除いてほとんどの方が
富士スピードウェイでサーキットを走行するのは初めて
のことです。走行前にフェアレディＺの柳田と呼ばれた

伝説のレーサー柳田春人様 ( 調布むらさきロータリーク
ラブ副会長 ) から卓話をして頂き、現役レーサーで以前
に平塚クラブの例会講師に来ていただいた柳田真孝選手
と、同じく現役レーサーで富士スピードウエイにおいて
以前に最速記録を持っていた千代勝正選手からサーキッ
トでの運転技術の説明やフラッグの説明などをお話し頂
きました。
　昼食と歓談を挟み、いよいよサーキット走行です。サー
キット内ではレーシング仕様の車が２５０キロくらいで
走っていて、そのエンジン音やタイヤの焦げた匂いが間
近で感じられ、モーターレースに興味がなかった人でも
何とも言えない興奮を自分のお腹に感じます！！その時
の様子はweb でも見られるそうですので、是非ご覧に
なってください。

　現役レーサーに同乗して３００キロ近いスピードの重
力加速度を体験して吐きそうになった参加者や自分の愛
車のアクセルをおもいっきり踏んで限界まで挑戦した参
加者など、紅潮して、興奮して、楽しんでいる参加者の
笑顔や真っ赤な顔があちらこちらで見える１時間の体験
走行会でした。

　短い時間ではありましたが、体験走行が終わってみれ
ば、強硬開催ではあったが開催して良かった、参加して
良かった、という雰囲気が参加者の全員から感じられた
１時間でした。いつもの企業訪問なら帰り路にディナー
をしてお酒も入る懇親会が付きものですが、今回は現地
集合現地解散です。ピットの横で記念撮影を終え、お疲
れさまでした！終わりです！と終了を宣言しても、サー
キット走行の自分の体験談を話し足りない参加者がいつ
までもその場を離れないでいる姿を見て、今回の企業訪
問の真の意味なのかもなぁと思い私は帰路に着きました。
　
　その後、走行会に参加した誰もが名残惜しさを残して
富士スピードウェイを後にしました。またいつか２回目
の体験走行会があるのかは分かりませんが、体験走行で
会得した運転技術で次回まで安全運転をお願いします。
　
　皆さま大変お疲れさまでした。

企業訪問の様子を動画で
ご覧いただけます。右のQRコード
を読み取るか、YouTube にて
「平塚ロータリークラブ
富士スピードウェイ企業訪問」と
検索してください。

柳田春人様
(調布むらさきRC）

現役プロレーサー
柳田真孝選手

現役プロレーサー
千代勝正選手



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

3 月25日(木)

本日のスマイル

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

今週のお祝い

誕生日祝い・・・柳川信男会員

結婚祝い　・・・大島圭吾会員

鳥山優子会長
　3月12日の富士スピードウェイ企業訪問にご参加いた
　だきまして、ありがとうございます。皆様のごだわり
　の愛車にびっくりしました。限界ぎりぎりまでの走行
　楽しかったですね。

江藤博一幹事
　先週の企業訪問お疲れ様でした。白石委員長ありがと
　うございました。２００キロオーバーという貴重な経
　験ができたこともありますが、久しぶりにリアルで皆
　さんにお会い出来た事が嬉しかったです。宣言延長が
　再延長にならないことを期待して。コロナに負けるな！

清水雅広会員
　先週金曜日の企業訪問では、12年ぶりに富士スピード
　ウェイで走りました。伝説のドライバー、「Zの柳田」
　こと柳田春人（やなぎだ はるひと）氏に対面して感動、
　卓話拝聴して感動、テンション上がりっぱなしです。
　そして、当日指導していただいたプロドライバーの千
　代勝正（ちよ かつまさ）選手が小生の車を運転しても
　らえる、絶好のチャンスをいただきました。
　コーナー入り口から後輪滑りっぱなしのドライビング
　に、また感動！
　終始ビビりっぱなしでしたが、丁寧なコース取りをし
　っかり教えていただき夢を見ているような一日でした。
　鳥山会長はじめ職業奉仕委員会の皆さん、そして白石
　委員長楽しかったです。
　本当にありがとうございました。

大島圭吾会員
　この度は結婚記念日のお祝い、ありがとうございまし
　た。おそらく、２５年になると思います。たぶん。
　何か送らねば、とも思いますが、アイデアも浮かびま
　せん。末永く、仲良く健康でいることだけ心がけます。

平井敬規会員
　先日の企業訪問では自分の車の限界を知ろうと思って
　ましたが、ビビリで第１コーナーをまっすぐ行くな
　ど、とても限界までいきませんでした。リベンジした
　いです。

米山俊二会員
　先週の企業訪問、参加させて頂きありがとうございま
　した。なかなか体験する事の出来ない貴重な体験で非
　常に楽しかったです。企画をして頂いた鳥山会長、白
　石委員長ありがとうございました。
　最後に来週は通常例会再開になる事を祈念致します。

小林誠会員
　先日の富士スピードウェイ、自分の車はスタッドレス
　タイヤの為、皆んなの走りを観に行きましたが、な、
　な、何とプロレーサーの柳田選手の助手席に乗せてい
　ただきました！

平塚商工会議所青年部　
会長　若狭裕樹様

8名

3月21日に緊急事態宣言が解除の場合

鳥山優子会長、江藤博一幹事、清水雅広会員、大島圭吾
会員、平井敬規会員、米山俊二会員、小林誠会員、守屋
宣成会員

　市販のGT-Rでしたが、ストレートでチラッとメーター
　を見ると262キロ(汗)
　そんなスピードの中、固まってる私にコース横の看板
　説明やら富士山が見えるよとか…お願いだから前見て
　運転してーと心で思ってました、
　あっという間の3周、とても貴重な体験でした。
　機会があれば柳田選手のレースを見に行きたいです。
　鳥山会長、機会をいただきありがとうございました楽
　しかったです。

守屋宣成会員
　富士スピードウェイですが、コースを走れるなんて貴
　重な経験をさせて頂きました。鳥山会長、白石委員長
　ありがとうございました。
　さて、仕事がら明日から春のお彼岸シーズンとなりま
　す。新型コロナウィルスが蔓延してからは寺での行事
　が大変難しくなっています。
　しかし今回、感染対策をとりながら、彼岸法要を行う
　ことにしました。このスイマル報告と同じように、や
　れる方法を考えることが大事であると実感しておりま
　す。

クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　　近藤 憲司　　又城 雅弘




