2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !
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Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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第 3327 回

週報第 3327 号

9 月 9日

会員数 61 名

対象者 61 名 出席者

41(41) 名

出席率 67.21 %

前々回

8 月 26 日

会員数 61 名

対象者 61 名 出席者

37(37) 名

出席率 60.66 %

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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計
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日

本
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会 場
事務局
連絡先

61.29 %

をサステナブルな街にするべく活動中。

本日の卓話者ご紹介

多くの畑では、生き物を減らして、かかわりを減らし
て、バランスをとろうしている。一方、いかすの畑では、
多様な生き物たちがいて、お互いの関わりがあり、バラ
ンスが取れている。バランスをコントロールするか、バ
ランスがとれるように任せるのか。これは、マネジメン
トとリーダーシップにもつながる話しかもしれない。

株式会社いかす
代表取締役 白土 卓志様

なんとかする、というのは、怖れが大元にあり、なん
とかなる、というのは愛が大元。なんとかする、という
エネルギーでいろいろな技術が発展してきたけれど、こ
れからは、
「なんとかなる」のエネルギーが大切なのでは
ないか。

卓

話

「持続可能な農業について」
株式会社いかす

代表取締役
白土 卓志

いかすは、はぐくむ（有機野菜の生産）、たべる（野
菜の宅配）、あそぶ（農業体験・観光農園）、まなぶ（農
業の学校）、めぐる（湘南オーガニックタウン構想）を
事業としてやっている。それは、危機意識として「人が
弱っている」＝ミネラル不足、「土が弱っている」＝作物
が育たない土壌が世界各地で広がっている、地球が変わ
っている＝激しくなっている気候変動、というのがある。
その現状がどうにかなるように、
「おいしい野菜ができ
る」「おいしい野菜が食べられる」「おいしい農業がひろ
がる」ということをやっている。1 年目で 2 倍以上の収量
の玉ねぎができたり、オーガニックエコフェスタ、とい
う品評会で耕作放棄地から 1 作目で準優勝した玉ねぎや
3 作目で優勝したカブがある。
また、地産地消の有機コーナーを着々とつくっている。
そして、農業の学校を運営して 3 年目でなんと 30 名近
い人たちが平塚に移住してきてる。また、新規就農者も
5 名になり、近隣で就農している。
「食」と「農」で平塚

これから、平塚がサステナブルな街になっていきます。
ご一緒しましょう。アッシュエムさんで食べれますし、
スーパーしまむら田村店などでも買えます。ウェブサイ
トから半額のお試しセットもぜひ。市町村を巻き込んで
の、オーガニックビレッジ化も面白いし、「1 坪農場主」
「ひらく場（農福連携）」というプロジェクトも進めてい
きます。
ぜひ、ご一緒しましょう。ありがとうございました。
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卓話者ご紹介

白土 卓志（しらと

たかし）様

株式会社いかす代表取締役、湘南オーガニック協議会
会長、NPO 法人有機農業参入促進協議会 理事、一般社団
法人次代の農と食をつくる会 理事など。未来の子供と地
球のために、つくる人、たべる人、社会、地球。みんな
にとって be organic な農と食が広まるべく奮闘中。加え
て、湘南がオーガニックな街になるべく地産地消をつな
げる活動をしている。東京大学工学部卒業後、株式会社
インテリジェンスにて 300 名だった社員が 4000 名にな
るところを経験。その後、仲間と人材サービスの会社を
起業。31 歳のときに、農業大作戦スタート。2015 年に
株式会社いかすを創業。現在にいたる。東京大学農学部
や東京農業大学、帝京平成大学薬学部、湘南学園などで
の講演実績多数あり。
幹事報告
◎2780地区では本年度、新会員を入会に導いてくださっ
たスポンサーの方に、オリジナルの缶バッジをお贈り
することになりました。
それにより、8 月に中谷会員のスポンサーとなられま
した杉山会員へ田島ガバナーより缶バッジが送られて
きました。後日杉山会員へお渡しいたします。
◎緊急事態宣言が延長されましたことにより、次週9/16
に予定しておりました企業訪問は延期となります。
日程は確定後に改めてお知らせいたします。よって、
次回の例会も Zoom を使ったリモート例会になります。
委員会報告
○プログラム委員会 相山洋明委員長
コロナの影響で例会がオンラインになり、対応に融通
が利く人を考えているため人選が直前になり、告知が
遅くなり申し訳ございません。
＊9 月 16 日の卓話は志村会員による入会記念卓話です。
企業訪問が延期になり、急遽 の依頼にも快諾いただ
き感謝しています。
＊9 月 30 日の卓話は成瀬会員です。
創立 65 周年を迎える年ということで、レジェンドの
皆様からお話を聴きたく、成瀬会員にお願いしました。
○職業奉仕委員会
髙橋賢二委員長
昨日、緊急事態宣言が 9/30 まで延長との発表がありま
したことにより、9/16 に予定されていました企業訪問
は延期となりました。日程が決まり次第再度、皆様に
ご連絡いたします。
ガバナー補佐報告
○第 8 グループ 平井敬規ガバナー補佐幹事
世界ポリオデーについてです。神奈中の堀会員のご尽
力により、現在、平塚市内を走るバスの中吊り広告で
クラブ会報委員会

◎ 平井 敬規

世界ポリオデーの告知をさせていただいております。
また、ラッピングバスも順次走行する予定です。ぜひ、
バスに乗って、広告をご覧いただき、できれば皆様の
SNS 等に投稿していただけたらと思います。
続きまして 10 月 9 日に予定しております、世界ポリ
オデーに向けた第８グループの祈願祭についてです。
10 月９日は、平塚八幡宮で祈願祭を行った後、平塚駅
周辺にて募金活動を行う予定でしたが、駅周辺での募
金活動は取りやめとなりました。代替（だいたい）案
を検討しております。
その中で、会員
の事業所に募金
箱を置いていた
だける 方がい
らっしゃいまし
たら、ご協力お
願いいたします。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・小野学会員、前田孝平会員、柳川正人会員
結婚祝い ・・・下平昭彦会員
活動計画書には誕生祝い堀会員、江藤会員、そして
結婚祝いには清水孝一会員、豊川会員も記載されてお
りますが、9/16の企業訪問が緊急事態宣言の延長によ
り延期となりました。それにより、本日と同じくZoom
例会に変更となり、以上の会員のお祝いは9/16となり
ます。
メークアップ（MUP)

1名

秋山智会員
本日のスマイル

0名

ゲスト

1名

( 株 ) いかす

代表取締役

白土卓志様
0名

ビジター
卓話・行事予定
9月16日(木)
9月23日(木)
9月30日(木)

Zoom 例会 入会記念卓話 志村拓会員
祝日休会
Zoom 例会 65 周年記念卓話 成瀬正夫会員

市内例会変更
大磯RC
平塚北RC
○ 関口 幸恵

9月16日(木) Zoomによるリモート例会
9月中は休会

菅沼 久志

松本 崇

