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8 月 4日

会員数 64 名

対象者 64 名 出席者

49(49) 名

出席率 76.56 %

前々回

7 月 21 日

会員数 61 名

対象者 61 名 出席者

40(40) 名

出席率 65.57 %

本日の卓話者ご紹介
22-23年度 第2780地区
ガバナー 佐藤祐一郎様

卓話

「ガバナー公式訪問」
■伊藤ＡＧから佐藤ガバナーの紹介

佐藤ガバナーのプロフィールとロータリー歴を紹介さ
れました。中でも小学校から大学まで剣道をされてお
り大変な腕前であることと、伊藤ＡＧも同様に高校ま
で剣道を嗜んでいることも紹介されました。

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）

1名

計

41 名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

67.21 %

活動計画書からもたくさん伝わってきます。こんなにパ
ーフェクトに近く多くの事業を運営されているクラブは
あまりございません。親睦委員会・奉仕委員会・公共イ
メージ委員会・クラブ管理運営委員会・長期計画委員会
とビジョンがあるクラブ。そして三荒 / 米山委員長をは
じめ地区へ 10 名も輩出しているクラブはあまりござい
ません。
ロータリー旗も新しくなった正しい旗を使用していま
すね。この旗を使用しているクラブもあまりございませ
ん。こういったことをキッチリと行っている素晴らしい
クラブと感心させられております。どうして平塚クラブ
は良いクラブなんだろうと考えた時に、先輩からのレガ
シーがしっかり受け継いでいるのではないか。
何より 1957 年設立がポイントです。私も同じく 1957 年
生まれなので何かご縁を感じております。また、今回の
ＡＧの皆さんも素晴らしい方々なんです。その 1 人が８
Ｇの伊藤ＡＧです。どのＡＧも優秀すぎてガバナー訪問
前のＡＧ訪問で私の言うことをほぼ話してしまう。これ
が少し困ってます。

■ＲＩ会長メッセージについて

今年のテーマであるＲＩ会長メッセージ「イマジンＲ
ｏｔａｒｙ」ですが、2022 年 1 月 19 日にＷＥＢでミー
ティングを開き、そこで発表されました。

会長・幹事、本日は準備設営ありがとうございます。
パストＡＧの成瀬大先輩もありがとうございます。私が
研修委員会 1 年目の時に副委員長だったパストＡＧの升
水先輩には、当時大変ご指導いただきました。時には厳
しく、そして時には厳しいながらも優しく、その節は大
変お世話になりました。升水先輩はもちろん、歴代の会
長幹事役員の皆様が平塚クラブの礎になっていると例会
前の懇談会で感じ取りました。

想像してみてください・・・ポリオのない世界。みん
なが安全な水を使える世界。疾病のない世界。すべての
子どもが読むことのできる世界。やさしさ、希望、愛、
平和を想像してください。とジェニファー・ジョーンズ
が発信しました。非常に感動しました！ジェニファー・
ジョーンズはミッションを与えないし数字の目標も出し
ません。詩人のマイアンジェロさんがクリントン大統領
就任の時に詩を読みました。
「誰かが私に何をしたのかは
忘れるが、だけどその時私が何を感じたかの感情は忘れ
ない」と語りました。とジェニファー・ジョーンズは私
たちに語っていただきました。

また、常盤パストＡＧとも日頃から仲良くさせていた
だいております。今年度は自ら会員増強委員長となって
70 名を目指すと伺っております（笑）そして昨年ガバナー
補佐の中でも非常に際立っていた鳥山直前ＡＧ。そのよ
うな皆様を排出された平塚クラブの素晴らしさはクラブ

だから私も皆さんの感情に訴えたいです。会長もエレ
クトも地区出向者も感じたことをクラブのメンバーに伝
えてください。そしていいクラブにしましょう。私もジェ
ニファー・ジョーンズと同様に、各クラブに対して会員
増強の目標値を指示していません。ただしこれだけは言

■佐藤ガバナー挨拶
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いたいです。クラブの中で誰一人でも置いて行ってはい
けない。誰一人も取り残してはいけない。クラブの全員
一人一人に役割を与えてください。責任を与えてくださ
い。そこに存在意義を与えてください。そういったクラ
ブはみんながワクワクする場所。感動する場所でなけれ
ばなりません。明日はもっといいことが起きる。明日は
もっと新しいことが、素晴らしいことが始まる。何でも
私は出来る。そんなクラブにしていってください。

■DEI について

Diversity ダイバーシティ「多様性」、Equity エクイティ
「公平さ」、Inclusion インクルージョン「インクルージョ
ン（包摂）」その中でもエクイティ「公平さ」について
お話しさせてください。背の高さが違う人々が木になっ
たリンゴを取るイラストがあります。これは分かち合う、
リンゴを分け合うこと。つまり、役割を分け合う。それ
ぞれがそれぞれの立場で自分の出来る事を担いましょう
ということではないでしょうか？これが先ほど述べたジェ
ニファー・ジョーンズの言葉に通じることだと思いました。
あるロータリークラブには車いすのメンバーが２名い
るそうです。クラブの運営はとても大変だと思います。
しかし会場はもちろん、役割を分担し一緒に活動してい
ます。

という意味です。生きとし生ける人間は必ず役割がある。
赤ちゃんもにっこり笑った時に父母や家族は元気・勇気
をもらいます。そういった役割を赤ちゃんは持っています。
Ｅクラブの始まりは寝たきりの高齢者が、ロータリー
を知り、私もどうにかロータリーに参加したいというこ
とがきっかけ。パソコン一つで何かしらできないものか。
それに賛同した仲間が募り発足したそうです。そこで考
えます。ボケ―ショナルは職業に限られたものではない
のではないでしょうか。地域のリーダー、地域の為社会
の為に何かの役割を担える人だったらロータリー会員で
あると解釈する。だから職業奉仕の職業という言葉にこ
だわるのはどうかと考えます。
言いたいことは、担うということ、分かち合うという
こと、役割を果たすということ、そしてそういった場所
をロータリークラブは提供していく。ジェニファー・
ジョーンズはさらに言います。ロータリーは率先してや
りましょう。なぜならロータリー会員は地域を、世界を
変えていく影響力のある人たちの集まりだからです。だ
からそれをもって世界を変えていこう。ムーブメントを
起こそう。ジェニファー・ジョーンズは必ずしもＤＥＩ
だけではないと思います。エンドポリオもそうです、ロー
タリーがやろうとしている事、目標にしている事、世界
を平和にするアクションすべてを含めて私たちは世界の
リーダーであること。を伝えています。

■地区方針について

ところで奉仕・親睦はサーブでしょうか？私の勤務す
る会社にフェローシップという会報がありました。ロー
タリークラブの大先輩がつけた会報誌です。目標に向か
って活動しようという意味。だからフレンドリーシップ
ではない。私たちの目的に向かってみんなでスクラムを
組んで活動する。汗をかく。涙が出る。笑う。ふと横を
見ると仲間がいる。この仲間がフェローシップ。目標に
向かって一緒に活動することがフェローシップ。親睦で
はないと考えます。
職業奉仕（ボケ―ショナルサービス）のボケ―ショナ
ルの意味は「適職」、「天から預かった自分の職業・役割」

「取り戻そう！」
増強や活動などいろいろ記載しましたが、一番言いたい
ことは最後に書いたロータリーの誇りです。その誇りは、
ロータリー会員が原理原則をもった上で振舞うこと、行
動することが境地です。
「記憶に残る年にしよう！」
あくまでクラブが主体です。クラブの自立、自主権がファ
ーストです。イマジンというテーマは、ＲＩでもなく、
地区でもなく、クラブの会長のテーマです。どのように
自クラブの印象を残すかが課題であり、是非平塚クラブ
全員で清水会長を応援し支えていくこと。それが来年再
来年と積み重なりクラブのレガシーとなって後世に残す
ことになります。素晴らしい平塚クラブの今日は、そう
いったことを積み重ねてきたからこそ、気概をもってき
たからこそだと感じます。皆様もそういった一年にして
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いただければと思います。
本日はありがとうございました。

・ロータリアンは 24 時間、胸にバッチを付けていろ。
もちろん心の中に・・・。
・同じ目標に向かう仲間こそフェローシップであり、そ
の一歩として様々な役割を担うことの大切さ。
が、心に響きました。
明るく、分かり易く、活力に満ち溢れている佐藤ガバナ
ーの大変有意義な時間でした。多忙な中、平塚クラブに
力を込めて公式訪問いただいた佐藤ガバナーへ心より感
謝申し上げます。そして多くの会員の皆様に参加と協力
を頂き本当にありがとうございました。
幹事

小林誠

右から伊藤AG、佐藤ガバナー、清水会長、小林幹事

■懇談会

例会の前と後に各 1 時間程度、佐藤ガバナー、伊藤ガ
バナー補佐を交えて懇談会を行いました。例会前の懇談
会では、理事役員・地区出向者・パストガバナーの 19 名
が参加しました。
清水会長の歓迎の挨拶と参加者の紹介から始まり、佐
藤ガバナーと伊藤ガバナー補佐の挨拶、そして平塚クラ
ブの事業説明を各委員長よりお伝えしました。
クラブ活動計画書を拝見して大変驚いたとのお話を頂
戴いたしました。組織化されて事業も多方面でしっかり
計画と運営されている事、何より長期計画とビジョン声
明については佐藤ガバナーよりここまで確立しているク
ラブは少ないとのお話をいただきました。清水裕委員長
より説明もいただき、計画を作成する経緯を升水会員か
ら伺えたことも参加したメンバーにとって勉強になりま
した。
例会後の懇談会は、入会 5 年未満の会員や本日入会式
を行った新会員も含め 21 名の参加です。様々な質問が
飛び交いました。守屋親睦委員長より夜間例会を含めた
例会ついて、大島会員からは転勤等で数年しか在籍でき
ない企業会員としての役割について、入会 6 か月の青木
会員からは、特別卓話で役割を担うことの理解が深まっ
たと話した上で、佐藤ガバナーの入会時はどのようにロ
ータリー活動をされていたの質問。

佐藤ガバナー、伊藤AGと理事役員らとの例会前懇談会

また地区公共イメージ委員会委員長の経歴もある佐藤
ガバナーへ、メディア広報委員会より平井委員からフェ
イスブックの活用方法なども質問がありました。
ＳＮＳ発信先はロータリー向けなのか、一般の方向けな
のかの問いに対しても両面が必要だと回答いただきまし
た。平塚クラブがこんなことをやってます！をＳＮＳの
速さと簡単さを活用してください。今年の公共イメージ
のテーマは「レッツいいね」です。
意見交換形式で分かり易くアドバイスを享受し、終始
楽しく笑いの多い懇談会でした。多くの学びと気づきが
多い公式訪問例会でしたが、私としては

例会後にガバナーとお茶を飲みながら和気あいあいと
会員との懇談会。ガバナーへの質問もありました
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委員会報告
◯プログラム委員会 嶋田委員長
8月の卓話のお知らせです。本日は佐藤ガバナーより卓話
を頂きます。来週は休会です。8/18は公益社団法人日本
青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会 会長の常盤
健嗣様より卓話を頂きます。
その翌週8/25は移動例会で翌日の26日にひらつか花火
大会見学会となります。
◯親睦委員会 守屋委員長
8/26(金)の花火大会のご案内です。今、出欠の回覧が回っ
ておりますので、皆様出席でご記入ください。 当日は夕
方5時にグランドホテル神奈中に集合して、現地で花火を
見学いたします。

◎昨年入会されました下平会員、中谷会員、青木会員、
下里会員、山本会員に佐藤ガバナーよりピンバッジを
頂きました。
こちらでお預かりしておりますので、後程お渡しいた
します。
◎8 月 6 日 ( 土 )13:00 よりインターアクト委員会がアイ
クロス湘南 6 階にて開催されます。
松本崇インターアクト委員が出席されます。
◎8/26 にひらつか花火大会が開催されます。守屋親睦
委員長、親睦委員会メンバーが企画を練っております
ので、ご期待ください。
出欠の回覧を回しますのでご記入お願いします。
◎9/27( 火 )18 時より「地区新会員の集い」が開催され
ます。
「ICTを学んで、ロータリーライフを楽しみましょう」
という企画となっております。対象者は2020年7月以
降に入会されました原田会員以降の12名ほどの会員と
なります。
◎来週 8 月 11 日 ( 木 ) は休会となります。
次の例会は8月18日です。お間違えの無いようお願い
いたします。理事・役員会も開催されます。
クラブ会報・
Ｉ
Ｔ委員会

◎ 相山洋明

誕生日祝いの馬上会員と
誕生日と結婚記念の二重の
お祝いの清水会長

上︶ガバナー公式訪問の日に入会
された江藤寛子会員︑市川祐一会員︑
丹治淳子会員

左︶本日入会されガバナーより会員
バッジをつけて頂く江藤寛子会員

幹事報告

今週のお祝い
誕生日祝い・・・清水雅広会長、豊川忠紀会員、馬上晋会員
結婚祝い ・・・丹治淳子会員
入会記念月・・・杉山昌行会員、清水雅広会長、柳川正人
会員、江藤博一会員、前田孝平会員、鈴木
忠治会員、平井敬規会員、又城雅弘会員、
松本崇会員、原田篤志会員、中谷啓秀会員
メークアップ（MUP)

1名

松本崇会員
本日のスマイル

30名

ゲスト

3名

第 2780 地区ガバナー
第 8 グループガバナー補佐
米山奨学生

佐藤祐一郎様（津久井中央 RC）
伊藤和彦様 ( 平塚西 RC)
馬躍航さん
0名

ビジター
卓話・行事予定
8月11日(木)
8月18日(木)

休会
日本 JC 神奈川ブロック協議会 会長 常盤健嗣様

市内例会変更
現在ございません
○ 鈴木成一

米山範明

市川雅範

