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「夜間例会のご報告」
親睦委員会　委員長　守屋宣成

待ちに待った３年ぶりの花火大会
　8 月 26 日（金）市制施行 90 周年記念　第 70 回湘南
ひらつか花火大会が開催されました。新型コロナウィル
ス感染症によって2019年を最後に花火大会は２年間中止
となり、親睦委員長である私自身も入会以来、初めての
花火大会夜間例会となりました。
今回の花火大会は新型コロナウィルス対策として観覧会
場すべてが有料指定席（事前チケット制）となっており、
企業協賛についてはスポンサー特別招待席となりました。
さらにはマスクの着用、アルコール消毒、ソーシャルディ
スタンスの確保や自席での黙食、マスク飲食、食べ歩き
禁止など、コロナ禍での開催となりました。

49(49) 0 49 76.56

夜間移動例会
市制施行 90周年記念　第 70回湘南ひらつか花火大会

日時：令和 4年 8月 26 日 ( 金 )
17:00 神奈中グランドホテル前にて　集合・受付
18:30 会長挨拶
19:00 花火大会開始     
20:00 花火大会終了     
20:30 閉会  
21:30 神奈中グランドホテル前にて　解散

初めてのことに四苦八苦…
　我々親睦委員会としては
22-23 年度に変わったばか
りで議論や準備に時間も少
なく、花火大会の例会を経
験した委員会メンバーに過
去の開催状況などを聞きな
がら進め、当日を迎えるこ
ととなりました。今回は新
型コロナウィルスの状況も
鑑みて、会場以外できるだ
け人混みの場所に長く滞在
することなく、会員の皆さ

となる神奈中グランドホテルから会場近くまで大型バス
を手配いたしました。

さあ！みんなで会場へ
当日は 17：00 に神奈中グランドホテル前に参加者集合
とし、親睦委員会は「現地設営チーム」と「送迎チーム」
に分かれて、皆さんの到着を心待ちに準備を進めていき
ました。先程も述べたように会場はチケット制による厳
重な参加者の管理がされていたこともあり、早めに会場
に到着、初めに清水会長の挨拶をおこなった後、注意事
項とインフォメーションを行い、コロナ禍を考慮して乾
杯は行わずに各々が飲食を開始いたしました。

いよいよ 3年ぶりの花火大会スタート！
会員でもある福澤正人実行委員長によりカウントダウン
により花火大会はスタート！音楽と花火のコラボレー
ション、華やか且つ賑やかな花火が夜空に打ち上がって

いきました。そして、いよいよ平塚ロータリークラブ協
賛の番となります。今回は大型モニターがない為、司会
者によって「2022 年度クラブテーマ　さあ！奉仕の心
で動き出そう　平塚ロータリークラブ」と読み上げられ
ると歓声があがり、約 5分間という時間ではありました
が、色鮮やかで大きく華やかな花火が夜空に打ち上げら
れました。

んが安全に参加できるようにと考え、いつもの例会会場

「親睦」は人と人が集ってこそ深まるもの…
　今例会は 50 名の皆さんにご参加頂きました。会員の
皆さん、ご家族の皆さん、当クラブの米山奨学生となる
馬くん、さらには三荒会員が出向している 2780 地区米
山学友の皆さん本当にたくさんの皆さんがご参加頂いた
おかけで、親睦委員会最初の事業を盛会に終えることが
できました。新型コロナウィルス感染症によって、この
２年間イベントごとやお祭りは中止となり、閉塞感漂う
世の中となっていました。今回の花火大会を経験し、人
と人が集い、懇親を深めてこそ「親睦」が深められるの
だと感じました。今後も親睦委員会として世代間の交流
を積極的に深め、「つながり」を生み出していけるよう
尽力して参ります。ご参加・ご協力いただきました皆さ
んに感謝を申し上げ、開催報告とさせていただきます。
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市内例会変更
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上期第1回情報集会報告会
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休会
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