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：イマジン ロータリー
：さぁ  奉仕の心で  動き出そう !
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　本日は例会卓話という大変貴重な機会をいただき誠に
ありがとうございます。私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第５５代会長の職をお
預かりしております常盤健嗣と申します。平塚青年会議
所より出向をさせていただき、本職を務めさせていただ
いております。

　青年会議所は、世界各国、各地域に在り、約１１０か
国、約２６万人の会員がそれぞれの地域、国の青年会議
所に在籍をしております。日本青年会議所という組織の
中で各都道府県に協議会があります。神奈川ブロック協
議会は県内２１の会員会議所で構成をされ、現在約１１
００名のメンバーが在籍をしております。本年は神奈川
県内青年会議所のためにブロック協議会の強みと特性を
活かし、県内会員会議所と意識を高め合えるよう相互補
完を念頭に運動を行っております。

　言うまでもなく、世界的感染症の影響は未だに残り、
生活、経済活動に大きな影響を与えております。昨年本

43(43) 4 47 77.05

職を拝命した際には「きっと２０２２年は元の社会に戻
る！」そんな希望をもって会長職に臨ませていただいた
事を思い出します。しかしながら年初１月にはまん延防
止等重点措置が発令され、早速先行きに不安を覚えるス
タートではありました。しかしながら神奈川ブロック協
議会ではこの状況を逆手に取り、１月末に仮想空間
「DOOR」を用いての全体会議を急遽決行いたしました。
どんな社会状況でも端末一つでアクセスできるツールを
最初に用いたこの反響は大きな波及効果となり、全国の
青年会議所よりその運用についての説明依頼、講演依頼
をいただきました。

　また、初の試みとなったメンバーでの eスポーツを用
いた交流会では、１００名を超えるメンバーとサバイバ
ルゲームを行い非常に良い交流とインパクトを残すこと
ができました。研修においてもデジタルをフル活用し、
毎月アカデミー研修をWEB にて行い、そのアーカイブ
を残すことで距離と時間を越えてメンバーに等しい教育
の機会を提供し続けております。

　８月には県内高校生に政策提言の機会を提供するべく、
県議会議場にてかながわハイスクール議会を開催いたし
ます。３年ぶりの実地フルスペックでの開催とあり、高
校生の溜まったエネルギーを早速感じております。

　何より、本年最大の取り組みは神奈川ブロック大会が
ここ平塚の地にて開催をされるということです。神奈川
ブロック大会は、１年に１度、神奈川ブロック協議会の
１年を表す最大の運動発信の場として開催をされており
ます。私の神奈川ブロック協議会会長輩出と、神奈川ブ
ロック大会平塚大会の開催が重なるという非常に稀有な
年となり、主管をする平塚青年会議所、平塚青年会議所
シニア会共々９月２日、３日の開催に向け鋭意準備に努

卓 話

「平塚ロータリークラブの皆様」

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 第55代会長常盤健嗣様

めております。本年、大会テーマを「Imagine　感謝を
繋ぎ、未来を描く」とし、昨今の感染症や紛争、それら
に伴う生活への影響もある中で、自らが社会活動をでき
ることへの感謝と、地域住民自らが望む未来を描くため
に想像するきっかけを創り出したいと考えております。
　

　この大会は、現役青年会議所メンバーのみならず、前
回大会を天候の影響で最後まで執り行うことが叶わな
かった先輩諸兄姉の強い思いも乗せた大会です。過去か
らの思いを繋ぎ、現在を生きる我々がきっかけとなり、
明るい未来を想像できる機会を創り出す、これこそが使
命であると捉え取り組んで参ります。

　今までもこれからも、自らのためではなく、地域の未
来のために活動をして参ります。

　最後になりますが、貴ロータリークラブの益々のご発
展と、会員皆様のご健勝、ご多幸を忠心よりご祈念申し
上げ、本機会への御礼のご挨拶と代えさせていただきま
す。

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 第 55 代会長常盤健嗣
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卓話者ご紹介

常盤 健嗣（トキワ ケンジ）様

【生年月日・年齢】１９８２年８月１２日　４０歳
【家族構成】妻　長女（１４歳）　次女（４歳）
【出身地】神奈川県平塚市
【経歴】神奈川大学卒　２０１２年平塚青年会議所入会
【社歴】２００７年　株式会社トキワヤ入社
【趣味】読書　子どもの趣味と競うこと
【特技】特になし

【年間大賞 1名】

〇鳥山優子会員
　年間通してZOOM例会またYouTubeでの配信、神奈中ラ
　ッピングバスなど第8グループの活動をスマイルいただ
　いた、おとめ座B型9紫火星、前年度ガバナー補佐の鳥山
　優子会員

【下期大賞 3名】

〇牧野國雄会員
　「大変ご無沙汰いたしました。7月1日、柏手丸初例会の数
　時間前に2階屋根から転落し左足首を複雑骨折、4カ月
　の入院生活」、「結婚50年、喜寿を迎え、頭のてっぺんから
　目・喉・指・大事なあそこ・先日は足首、とオペだらけサイ
　ボーグの私。77年の歴史をカラダに刻んでいます」
　←（！　(^-^)退院おめでとうございます）

〇升水一義会員
　「孫たち3人が孫の運転でお花見に連れて行ってくれまし
　た。帰りに食事をご馳走する羽目になりましたが楽しい時
　を過ごしました。」

〇清水孝一会員
　「これからも仕事と恋に励みます（ウソです）」
　（結婚記念日関連）

【下期特別賞 3名】

〇飯塚会員
　前年度上期に「ゴルフ優勝の翌日に転倒骨折…」、「…欠
　席します、早退します」と半期で7回いただきました。
　←（！(^-^)コロナ禍でのご丁寧なスマイルに感謝します）

〇米山会員
　「祝ってくれる人が少ないので有難いです。感謝申し上げ
　ます。」（誕生日関連）

　〇三荒会員
　「今後も妻に逆らうことなく生きて参ります。」
　（結婚記念日関連）

スマイル大賞　下期：受賞者一覧
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クラブ会報・ＩＴ委員会　◎ 相山洋明　○ 鈴木成一　米山範明　市川雅範

委員会報告

幹事報告

◎8月 21日 ( 日 )14:00 より米山奨学セミナー /世話クラ
　ブカウンセラー研修会がミナパークで開催されます。
　青山紀美代カウンセラーが出席されます。

◎来週 8月 25 日 ( 木 ) は移動例会ですので、翌日の 26
　日 ( 金 ) に湘南ひらつか花火大会見学会となります。
　よって、25日は通常例会はございません。お間違えの
　無いようお願いいたします。

◎9/1( 木 ) の情報集会報告会はコロナの感染状況をみて
　おりましたが、開催することと決定いたしました。テー
　マは「例会卓話について」です。
　各グループ幹事の方にはご迷惑をお掛け致しましたが
　感染予防対策をされての集会開催をお願い致します。

◎本日ゲストでお越し頂いております日本青年会議所関
　東地区神奈川ブロック協議会の常盤健嗣会長よりご案
　内いただいております。
　9/2に開催の第50回神奈川ブロック大会に当クラブより
　清水会長が出席されます。

◯親睦委員会　守屋宣成委員長
　8/26(金)の花火大会は開催されます。夕方5時にグランド
　ホテル神奈中前より貸切バスが出ますので、ご集合願い
　ます。帰りもそのバスで帰ります。コロナを吹き飛ばす花
　火大会にしたいと思います。

卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 4名

ゲスト 1名

ビジター 0名

8月25日(木)

今週のお祝い

誕生日祝い・・・福澤正人会員、青山紀美代会員、
　　　　　　   鈴木成一会員
結婚祝い　・・・無し

湘南ひらつか花火大会見学会へ移動例会
→ 8 月 26 日 ( 金 )

本日のスマイル 26名

現在ございません

青山紀美代会員、相山洋明会員、常盤卓嗣会員、
米山俊二会員

日本青年会議所 関東地区 神奈川ブロック協議会
会長　常盤健嗣様

清水会長より誕生日祝いを受け取られた
福澤正人会員と青山紀美代会員

本日の卓話は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




