2020-2021 年度 RI テーマ ：ロータリーは機会の扉を開く
HIRATSUKA RC テーマ
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から
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5 月 6日
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出席率 75.00 %

前々回

4 月 15 日
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対象者 60 名 出席者
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出席率 67.21 %
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今回のツアーにご参加いただきました会員の皆様に心
より御礼申し上げます。ありがとうございました。

家族例会

「実施報告」
親睦委員会
委員長 米山範明
５月６日に家族例会を開催させていただきました。
本来であれば、メンバーとそのご家族とご一緒に移動例
会として、気候が良いこの時期に外にお出かけをするは
ずでした。残念ながら、コロナ禍の中、その思いも叶う
ことなく、本年度は、メンバーのみの参加で、昼例会と
しての開催となりました。
「メンバーの方が楽しく盛り上がる例会にする」を目的
に旅行に行けないこんな時期だからこそ少しでもその気
分を味わっていただく「旅行に行った気になるツアー」
として親睦委員会メンバー一致団結のもと例会を開催さ
せていただきました。

豪華なお弁当と
旅行気分を味わえるように
土産付き
ノンアルコールビール、お

まずは、料理のグレードアップです。三段重ねのお弁
当を旅行に出かけた気分でお召し上がりいただくことに
しました。更にノンアルコールビール等もご用意し通常
の例会とは異なる雰囲気づくりをいたしました。
司会の松本会員の進行のもと家族例会が始まり、メイ
ンプレゼンターは、宮下会員に務めていただきました。
１つ目の仕掛けは、ハワイ・ホノルルの現地中継、
ＪＴＢ
ハワイの川鍋ゼネラルマネージャーからホノルルの景色
を交えながらのオンラインでの状況報告をいただきま
した。続いて、オンラインツアーの訪問先はサフランシ
スコからスタート、ゴールデンゲートブリッジ・フィッ
シャーマンズワーフ・アルカトラズ島などの名所巡り、
その後国内に戻り、震災から 10 年の時が経つ東北６県
の名所巡りを満喫し終了しました。

柏手会長エレ

クトのノンア

ルコールビー
ルでの
乾杯で宴会が
始まった気分

最後の仕掛けは、旅行につきもののお土産です。東北
の名湯、秋田県の乳頭温泉の入浴剤と京都銘菓の阿闍梨
餅のセットをメンバー全員にお持ち帰りいただきました。
JTB の宮下会員によって
「旅行に行った気になるツァー」の開始
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会長報告
5 月 1 日、社会奉仕委員会小鳥の巣箱づくりの動画が
平塚ロータリークラブのホームページ上の YouTube に
公開されました。本来であれば平塚市緑化まつりの中で、
巣箱作り教室として開催する予定だったものですが、コロ
ナの影響で開催することができなくなってしましました。

HAWAII の川鍋 JTB ゼネラルマネージャーとの
二次元中継ですっかりハワイ気分です

そのことは非常に残念に思います。しかし、こんな状
況の中でも、緑化まつりの人気コンテンツである巣箱作
り教室を、動画にして公開するという試みは、大変有意
義なことだと思っています。
なぜならこの動画は、コロナが収束したした後でも平
塚市民の皆さんのために役立ってくれるからです。
巣箱つくりは一見簡単そうに見えて、実は奥が深いもの
です。高橋会員がその場で丁寧に教えてくれるので、作
ることができますが、後で、ひとりでやってみようと思っ
ても、簡単にはできません。

サンフランシ

しかし、これが動画で見返せたらどうでしょう。教室
に参加した後、また作ってみたいと思ったら動画で手順
を確認することができる。巣箱作りの教材として、高橋
会員が教えてくれたコツを後から何度も見返すことがで
きるのです。
スコに行った

気分

なので、今回の動画公開は、コロナ禍における単なる代
替え案ではない大変有意義なものだと私は思っています。
そしてもう一つ、単なる代替え案ではないコンテンツが
あります。それが、今日行われる親睦委員会主催の「旅
行に行った気になるツアー」です。詳しい内容は私も知
らないのですが、タイトルからしてすごく気になります
よね。そしてこちらも、コロナに関係なく楽しめる内容
です。
巣箱作りも気になるツアーも、できない中でできるこ
とを、とみなさんが一生懸命考えてくださったことです。
しかし、これらは代替え案を超えて、まったく新しいア
イデアと化しています。私はもはやこれは、イノベーショ
ンなのではないかと思うくらいです。
人類がコロナウィルスという病気に打ち勝つのはまだ
先かもしれません。しかし、コロナのせいであれもでき
ないこれもできない、と言っていたネガティブな世界に
はもう打ち勝っているのではないでしょうか。

Tours
Rotar y

Overseas

さて、本日この後 13 時から旅行に
行った気になるツアーが始まります。
平塚ロータリークラブが生み出したイ
ノベーションを是非みんなで楽しみま
しょう。
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幹事報告

委員会報告

◎例年3月に開催いたします会員健康診断が3月は休会中
の為、今年は5月27日に行われます。
既に皆様に申し込み用紙をお送り致しましたが、本日
までお受けいたしますので、ご希望の会員は事務局ま
でご連絡下さい。
昨年までは小笠原先生にお願いしていましたが、今年
からは永瀬先生になります。

○クラブ会報委員会 青山紀美代委員長
（総合ページ）
・P63 平塚 RC 雑誌委員会副委員長・鈴木成一会員
私の一冊「交通誘導員ヨレヨレ日記」が紹介されまし
た。今回で 5 回目の掲載です。書籍の内容は、街なか
でよく見かけるガードマン（交通誘導員）の実体験に
基づく苦労話や感動エピソードなど、読了したらきっ
と見る目が変わります。
・P17 「ロータリーに感謝する瞬間」第 2780 地区・
久保田英男ガバナー
鎌倉 RC のクラブ国際奉仕委員長として関わったミャン
マーのマイクロジェット事業。モヤシ栽培農家との交
流を続け、村の発展を実感。ロータリーを通した出会
いに感謝。
・P73 ゼロから１をつくる
「そだね〜」が有名なカーリング、ロコソラーレ代表
理事・本橋麻里さん。北海道出身のチーム青森メンバー
としてオリンピック出場。地元北海道に戻り選手育成
のため資金ゼロからクラブチームを創設した苦労と葛
藤。チャレンジ精神旺盛なリーダー。
・P45 声 一月号感想 雑誌委員長・青山紀美代
クロスワードに投稿し外れましたが、感想が一言掲載
されました。

◎5月7日(金)に平塚湘南RCの創立30周年記念式典を18時
よりホテルサンライフで開催されます。
コロナ禍の為、鳥山会長お一人が出席されます。
◎いよいよ次年度の準備が始まりました。次年度の会員
名簿の記載事項に変更のある方は本日配布いたしまし
た変更用紙にご記入の上、事務局へ5月27日(木)までに
ご提出願います。
写真の変更希望の方はメールにてデータでお送りくだ
さい。
米山奨学生紹介
ブイ・スアン・アンさん

国籍：ベトナム 奨学期間：2021 年 4 月〜 2022 年 3 月
湘南工科大学情報工学科

今週のお祝い
誕生日祝い・・・宮下幸雄会員
結婚祝い ・・・無し
メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル

18名

ゲスト

1名

21-22 年度米山奨学生のブイ・スアン・アンさん

米山奨学生 ブイ・スアン・アン様
0名

ビジター

卓話・行事予定
5月13日(木)
5月20日(木)
5月27日(木)

入会記念卓話
長期計画委員会
会員健康診断

市内例会変更
現在ございません

鳥山会長より奨学金を授与
クラブ会報委員会

◎ 葛西 敬

○ 浅野 康

又城 雅弘

守屋宣成会員
升水一義委員長

