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　この度は令和 2年度の最後を締めくくるお話の機会を
頂き厚く御礼を申し上げます。 コロナ禍における今年度
の平塚YEGの活動と今後どのような方向に向かうべきか、
私の考えをお話させて頂きたいと思います。

自己紹介
　北金目で有限会社若友建設で専務取締役としてお仕事
をさせて頂いております。父と私、そして従業員が 1 名
の小さな会社です。昭和 61 年に設立し、湘南エリアで
住宅の新築・リフォームのお仕事に携わっております。
平塚 YEG への入会は平成 26 年度の 5月です。入会翌年
度より役員として様々な経験を積ませて頂きました。昨
年度の平塚 YEG30 周年記念事業では専務理事として貴重
な経験となりました。

コロナ禍における平塚商工会議所青年部 （平塚 YE G) 活
動について
　今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、月 1 回の
定例会を開催することができませんでした。また、三大

事業と呼ばれる、七タ・小学生駅伝競走大会・公開セミ
ナーいずれも     中止となってしまいました。それでもメ
ンバーと共に「今できることは何か？」を考え、行動に
移すことができた 1年でもありました。

仲間を助ける食事券の販売協力
　現役・OB・OG の飲食店に対し、1枚 1000 円の食事券
を発行し購入支援となりました。全体で約95 万円ほどの
売り上 げがありました。

コロナ禍を乗り切るた めのWEB セミナー
　感染症対策セミナーはメンバーの知り合いの感染症の
専門家による講演。雇用調整助成金WEB セミナーでは社
労士メンバーによる解説がなされました。野村証券さん
から登録会員として活躍していただいているメンバーに
は、役立つ資産運用の方法を学ぶWEB セミナーを開催。

サンドアートで街を元気に
　10 月定例会では平塚の砂浜にてサンドアートアーテス
トの保坂氏をお招きして、キングベルの砂像制作とメン
バーの砂像作り体験を開催。市民からもクオリティの高
さに喜ばれる結果となりました。

こども食堂にスポットを当てた一年
　ー委員会では年間通してこども食堂について支援・学
びそして市へ提言することができました。稲刈りから米
をこども食堂へ寄贈・12 月にパネルディスカッションを
行い、2月に平塚のこども食堂のポータルサイトを製作。
そして支援のための提言となりました。

平塚 YEGの現状
　今年度会員数が100名を切ってしまった。平塚 J C さん
や平塚法人会青年部さん、また七夕繋がりでは茂原 YEG 
・狭山 YEG と交流交流を深めています。

これからの平塚 YEG の在り方
　次代に負担を掛けないかたちで中期ビジョンを作成し
ていく必要があります。経済的な視点の政策提言を行っ
ていないので少しずつ取り組んでいくべきだと考えてい
ます。会員拡大のため、「活気の創出」「女性の活躍」「行
政・他団体との交流」から会員へのメリットを生み出し

「コロナ禍における平塚 YEG の活動と今後の展望」

平塚商工会議所青年部
令和 2 年度 会長 若狭 裕樹

平塚商工会議所青年部
令和2 年度  会長 若狭 裕樹様

て会員拡大へと繋げていきたいと考えてます。
「会員企業の成長」そして「雇用の拡大と納税」が広がっ
て「元気な平塚」になるように    働きかけていきたいと
考えています。

最後に
 　平塚ロータリークラブの皆様のお子様やお知り合いに
経営者がいらっしゃいましたら、 また、賛助（社員出向）
会員も販路拡大と出向者の成長にも寄与できると思いま
すので、是非一緒に活動できるようにお声かけ頂けると
幸いです。

　本日は誠にありがとうございました。
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◎今年度の地区研修・協議会は 4月 18日 ( 日 ) 午後 1時
　～ 3時まで開催されます。
　今回は健康管理危機管理上、オンラインを使ってライ
　ブ配信形式での開催となります。
　出席義務者の皆様には改めてご案内を差し上げます。

◎今年度のインターアクト一泊研修は新型コロナウィル
　スにより、開催が中止されました。
　よって、3月27日(土)13:00～16:00に「3年生を送る会」
　をZoomにて開催をすることになりました。参加でき
　る方は事務局までご連絡をお願い致します。

◎2月のWeb例会でご報告しておりますが、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になり、
　昨日、米山記念奨学会より正式に委嘱状が送られて来
　ました。
　国籍はベトナムで、名前はブイ、スアン　アンさん　
　男性です。ブイさんが苗字となります。
　湘南工科大学情報工学科の4年生です。
　奨学期間は2021年4月から2022年3月までとなります。
　カウンセラーは江藤幹事です。5月の例会に出席され
　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。
　
◎平塚 RCが親クラブとなっております秦野ロータリー
　クラブが 3月 14 日で 60 周年を迎えられました。
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平塚商工会議所青年部 令和 2年度会長　
若狹 裕樹（わかさ ゆうき）様
平成 26 年度に平塚商工会議所青年部に入会。
理事、事務局長、副会長、専務理事を経て会長職に。

昭和 54 年 1月 5日生まれ　
平塚市立金目中学校卒業
神奈川県立大磯高校卒業
神奈川大学工学部建築学科卒業

卒業後、ハウスメーカーの営業として従事。25歳の時に
転職、東京の建設会社にてハウスメーカーの担当者とし
て下積み。34歳で実家である有限会社若友建設（わかゆ
うけんせつ）に戻り、父親と共に湘南エリアの住宅の新
築・リフォーム業を営んでいます。

　本日より通常例会を開催いたします。こうやって皆さ
んのお顔を拝見することができ、対面でお会いする喜び
を心から感じております。これまでもＷＥＢ例会という
形で配信してきましたが、最初は本当にどうなるかわか
りませんでした。しかし他のクラブが休会などの対応を
する中、みなさんの支えや、たくさんの励ましのコメン
トに、本当に勇気づけられました。

　またスマイルボックス委員会の活躍で、会員同士のつ
ながりを改めて感じた方も多かったのではないでしょう
か。全 8回、続けて来られたのは、ここにいるみなさん
のおかげです。今後もリアルとオンラインを掛け合わせ
た新たな試みも考えていきたいですし、みなさんからも
何か素敵なアイデアがあれば是非教えていただければと
思います。

　さて、前回の幹事報告にありました通り、平塚ロータ
リークラブ最年長の小泉芳郎さんが96歳でご逝去されま
した。小泉さんは私の中学、高校の同級生のお父様で、
学生の頃は相模石油のビルの会議室でよく遊ばせてもら
いました。

ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、ご功績を偲び、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　緊急事態宣言が解除されて、このように活動できる状
況になりましたが、引き続き感染症対策を念頭に動いて
いかなければなりません。残り 3か月、実質 4月、5月
しか動けませんが、その中で出来なかった事業をどうや
って行くか。できないにしても次の年度にどう引き継い
でいくかを考える必要があります。

　ところで、小泉さんは96歳の大往生でした。その長い
歴史の中で第二次世界大戦も経験されるなど、大変なご
苦労を乗り越えられたと思います。去年、今年と私たち
も困難に直面しています。状況の変化に一喜一憂し、い
つまで続くかわからない暗闇の出口を探しています。し
かし、小泉さんはが歩まれた歴史に比べれば、ほんの些
細なことかもしれません。これまでも世界は様々な困難
に直面してきました。けれども、その都度、小泉さんを
含め、諸先輩方が歩みを進めてきてくれました。だから
こそ、今の私たちがあります。

　次年度まで残り 3か月。できることは少ないかもしれ
ません。それでも、一歩でも歩みを進めていきたい。誇
りをもってやり切りたい。そうすればきっと、この暗闇
もいつか終わると思っております。引き続きみなさんの
ご協力、ご支援をお願いいたします。

　緊急事態宣言中ということで、記念式典は開催されず、
　記念誌、記念品をお送り頂きました。

◎来週4月 1日 (木 ) の例会はグランドホテル神奈中「ゆ
　りの間」が使用できない為、平塚商工会議所 3階の大
　ホールで開催いたします。
　時間は通常通りです。駐車場が少ないため、徒歩か乗
　り合わせてのご出席をお願い致します。当日のお食事
　は相山会員のお店のテイクアウトランチを会場で召し
　上がって頂きます。
　また、例会後に理事・役員会を開催いたしますので、
　宜しくお願い致します。
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卓話・行事予定

市内例会変更

0名（緊急事態宣言中のため）
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4月01日(木)
4月08日(木)

4月15日(木)

現在ございません。

委員会報告

今週のお祝い

誕生日祝い・・・牧野國雄会員、又城雅弘会員
結婚祝い　・・・高橋建二会員

　今回、委員会報告はございません。

入会記念卓話　　又城雅弘会員
平塚市市民文化交流親善担当
国際交流員　チェカナビチューテ　ラサ様
写真家　　　　　　田村美樹様

29名＋職業奉仕委員会
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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
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平塚商工会議所青年部　会長　若狭裕樹　様
横浜銀行平塚支店長　　菅沼久志　様

小泉芳郎（こいずみ　よしろう）会員
（相模石油株式会社　代表取締役名誉会長）

1924 年 ( 大正 13 年 )10 月 10 日生まれ
1958 年 2月平塚ロータリークラブ入会
1971-72 年度　会長
2021 年 3月 7日ご逝去　享年 96 歳

2020-21 年度ロータリー財団より認証の表彰
 ベネファクター　　　　　　　　鳥山会長、常盤会員
ポール・ハリス・フェロー　　　清水裕会員、森会員
ポール・ハリス・フェローM-1　柏手会員、片野会員、
清水雅広会員、鳥山会長、牧野会員
ポール・ハリス・フェローM-2　大澤会員
ポール・ハリス・フェローM-3　小笠原会員
 
 ロータリー米山記念奨学会特別寄付表彰
 第 4 回　米山功労者　　鳥山会長

訃報

会長と誕生日祝いの米山範明会員、又城会員、牧野会員

63 年間のロータリー活動、お疲れ様でした。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。


