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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出席率 67.21 %

本日の卓話者ご紹介
公益社団法人平塚青年会議所
2021年度理事長 小澤 敦史様
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つとめさせていただいております。昨年から続くコロナ
禍において、人と人とが集まれないという制約がある中、
本年は「パートナーシップ構築」と「人財育成」に着目
をして活動・運動を展開してまいりました。
パートナーシップ構築については、＜事業（七夕）＞＜
防災＞＜教育＞3 つの観点から、例えば、市内中学生や
東海大学生と積極的に連携を図り、七夕文化の継承、現
在の教育の課題等について共有し、あるべき姿を共に考
える機会を創出しました。また、防災については、平塚
市とだけでなく、大磯町二宮町、それぞれの社協とも防
災の三者協定を締結し、災害時における迅速な連携を図
れる体制を築いていく年となりました。

卓

話

「未来のために、今を生きる『当事者』として」
公益社団法人平塚青年会議所
2021 年度理事長 小澤 敦史
私は、平塚市豊田本郷の田舎に生まれ育ち、現在 39 歳。
平塚駅前で、弁護士 6 名が在籍する平塚総合法律事務所
の代表弁護士をつとめています。湘南地域では最大規の
事務所となります。ちなみに、平塚には弁護士が 30 名
弱働いています。
弁護士 1 人あたりの人口は約 1 万人ということになり、
東京都が 1 人あたり約 700 人であるのと比較すると、ま
だまだ弁護士の数は地域の人口からすると足りていませ
ん。平塚総合法律事務所を設立したのは、そんな状況の
中で、地域の総合病院のように、その地域でお困りの方、
トラブルに見舞われている方の多くをその地域内で解決
して差し上げたい。そんな想いからでありました。実際、
今在籍している弁護士はそれぞれに専門分野があり、6
名それぞれの弁護士が日々地域の皆様が抱える法的課題
解決に尽力しています。
そんな私は、本年（公社）平塚青年会議所の理事長を

人財育成については、
「自律性」と「品位」をキーワー
ドとして、自らの頭で考え自ら行動を起こし、人の心を
突き動かせるような人財へと成長していこうと研修の機
会を数多く創出しました。その一環として ʻポジチャンʼ
という YOUTUBE チャンネルを開設しましたので、ぜひ
一度ご覧いただければと存じます。
コロナが収束しつつある今日、私たちは新たな時代の
当事者になろうとしています。そんな時代の過渡期に、
正解はありません。正解のない世の中で大切なのは、自
分の頭で考え抜いて自ら行動を起こしていく、まさに「自
律性」だと考えます。青年世代である私たちこそが、未
来のこどもたちのために、今を生きる当事者として、今
のままではだめなんだという強烈な危機意識を持ちなが
ら、自分の頭で考えて社会を動かしていく使命があるの
ではないか。そう信じて、私たち平塚青年会議所は、勇
往邁進に日々突き進んでまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
卓話者ご紹介

小澤敦史（オザワアツシ） 様
平塚市豊田本郷生まれ 39 歳
平塚青年会議所第 63 代理事長
平塚総合法律事務所 代表弁護士
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幹事報告
◎先週もお知らせいたしましたが、上期情報集会を開催
いたします。
テーマは「平塚ロータリークラブの魅力を増す為には
…」です。
日程が決まりましたら、各グループ幹事は事務局まで
開催日、開催方法、参加者名をご連絡願います。対面
での集会の場合は一人 3,000 円の補助がクラブより支
給されます。12 月 16 日の例会でグループごとに皆さ
んの意見をまとめて、発表をお願いいたします。

○第 8 グループ平井 AG 幹事
お手元にある黄色いボールペンについて説明いたしま
す。10 月 24 日の世界ポリオデーに向けて、第 8 グルー
プでは 10 月 9 日に平塚八幡宮で祈
願祭を行い、その後平塚駅前でポリ
オ根絶キャンペーンを行いました。
当日参加できなかった会員にポリオ
根絶の理解を深めて 頂きたくボー
ルペンをお渡しいたしました。

◎11月12日(金)13時より地区危機管理セミナーが開催さ
れます。
場所はミナパークで、柏手会長と清水雅広会長エレク
トが出席され、青少年委員会の青山委員長が Zoom で
参加されます。
◎11月27日(土) 第2780地区主催の入会3年未満の新会員
対象に日帰り研修バス旅行が開催されます。
クラブからは相山会員、原田会員が参加されます。
◎過日行われましたロータリー奨学生の選考試験の結果
が送られてきました。
平塚 RC からは 2 名推薦いたしましたが、第 2780 地区
の地区補助金よりの奨学生として申請しました佐藤祐
奈（ゆな）さんが、補欠候補生と決定しました。補欠
候補者とは候補者が都合で奨学金が受けられなかった
場合に繰り上がり、正式なロータリー奨学生となりま
す。もう 1 名の方は残念ながら不合格でした。
佐藤さんは補欠ですので、まだ正式な奨学生ではあり
ませんが、カウンセラーを決めて、11 月 13 日に開催
されるオリエンテーションにカウンセラーも出席をし
て頂きます。
委員会報告
○インターアクト委員会 相山副委員長
昨日、平塚学園インターアクトクラブの例会に出席い
たしました。高校生たちもコロナ禍の中、活動ができ
ず不慣れでしたが、若い学生たちの例会に楽しく参加
させていただきました。
活動報告で、平塚青年会議所主催のウェブタウンミー
ティングに落合市長をお招きしてミーティングに参加
されたとの報告がありました。南 RC が解散されまし
たので、今後平学のインターアクトクラブとの繋がり
が今まで以上に多くなるかと思います。
○会員研修委員会 元吉委員長
11 月 19 日 ( 金 )18:30 より平塚商工会議所第 2 会議室
で第 1 回新会員研修セミナーが開催されます。対象は
入会 3 年未満の会員ですが、3 年以上の会員の方の参
加も歓迎いたします。終了後に相山会員のお店で懇親
会を開催いたします。
クラブ会報委員会

◎ 平井 敬規

11月分の奨学金を会長より
受け取られた
ブイ・スアン・アンさん

誕生日祝いを会長より
受け取られた
市川雅範会員

今週のお祝い
誕生日祝い・・・大澤一仁会員、市川雅範会員
結婚祝い ・・・前田孝平会員
入会記念月・・・成瀬正夫会員、清水孝一会員、
瀬尾光俊会員
メークアップ（MUP)

4名

髙橋建二会員、三荒弘道会員、守屋宣成会員、
山口紀之会員
本日のスマイル

18名

ゲスト

1名

平塚青年会議所

理事長

小澤淳史様
0名

ビジター
卓話・行事予定
11月18日(木)

村井弦斎まつり実行委員会
委員 小林美和子様

市内例会変更
現在ございません。
○ 関口 幸恵

菅沼 久志

松本 崇

