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2022-2023年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：イマジン ロータリー
：さぁ  奉仕の心で  動き出そう !

2022 9 1 3378 3378

9 1 63 63 46(46) 73.02

8 18 64 64 70.31

赤グループ　菅沼久志幹事

出席メンバー：成瀬会員／杉山会員／高橋賢会員／元吉
会員／森会員／山本会員／菅沼グループ幹事

45(45) 2 47 73.44

上期第一回情報集会報告会 例会卓話についてテーマ

（杉山）
■会場監督の立場であり、
例会の出席は大事。出席を
増やすためにも卓話の充実
はロータリーにとって永遠
のテーマ。
■卓話者の選定が大事。会
員の興味がある話、勉強に
なる話、趣味趣向の話と多
岐にわたっていろいろ話を聞けるのが面白いと思う。

（山本）
■前任地の福井のロータリーでは行事が多数あり卓話は
月一回程度だった。
■卓話の内容も会員内の話というよりも他の方が話しに
きてくれていた。
■趣味の話等であれば興味もそそられる。
■先日の清水会長の話はご自身の話をお聞きすることが
でき非常に興味深かった。

（高橋賢）
■やはり興味があるもの時事ネタみたいなものがいいと
思う。
■現在であれば、例えば、ロシアウクライナ問題とか、
甲子園で優勝した仙台育英とかその都度タイムリーな話
がいいと思う。

（元吉）
■おととしプログラム委員長を務めたがやはり人選が大
変。
■平塚ロータリークラブは毎年新入会員がそれなりの人
数がいるので順番に卓話をお願いし、あと外部の方に卓
話をお願いしている。
■一回あたり 30 ～ 50 千円ぐらいの講演料で対応して
いる。

■コロナ感染症の話しもいいと思う。

（森）
■法改正への対応、例えばインボイス、電子帳簿保存法
もいいのでは。

( 成瀬 )
■長くロータリーをやっていると変化もある。
■以前は女性会員もいなかったことから卓話の内容も男
子寄りのものもあった。
■東京ロータリーの会員ということで銀座のママに交通
費程度で卓話にきてもらったこともあった。
■女性の会員も増えており女性の講師も呼んだ方がいい。
■ロータリークラブのつながりをもっと利用した方がよ
い。そうするといろいろな人が呼べると思う。

（菅沼）
■昨年入会し、新入会員の卓話等あるが先輩方の話を聞
くのも面白い。
■そういう意味で昨年の成瀬先輩のレジェンド卓話は大
変面白かった。
■来週、新入会員卓話の機会をいただいている。こうし
た卓話をみなさんと話し合った後一発目でプレッシャー
はありますが頑張ります。2週連続でよろしくお願いし
ます。

橙グループ　宮下幸雄幹事
出席メンバー：升水一義会員／牧野國雄会員／木村義広
会員／関口幸恵会員／秋山智会員／山口紀之会員、松本
崇会員／宮下幸雄グループ幹事

■議論内容
（１）卓話のリクエスト
①出向者の活動報告を卓話
で聞きたい（インターアクト、
米山財団など）
②若手ユーチューバーの話
しを卓話で聞きたい
③過去に実施した企業訪問
で、東大坂のものづくりが
良かった。この件を受け、

オンラインで講師を呼ぶのはどうか？
④街の情報、まちおこし、よその地域、よそのクラブの
話しを聞くのはどうか？
⑤例会に来ない人に卓話をしてもらうのはどうか？
出席が悪いと回ってくるので参加率向上につながるか？
（半面、つまらなくて出席率下がるかも…ペナルティじゃ
ないんだから…）

（２）卓話の充実へ向けて
①新入会員の話しを早めに聞きたい。仲間として溶け込
む良い機会であり、既存メンバー側も話のきっかけにな
りやすい。
②例会に欠席した場合に備え、卓話のアーカイブ化をし
たらどうか
③何が聞きたいかを考えるべきだ。情報は簡単に取れる
時代。簡単に取れない情報こそ卓話とすべき
④外部講師に依頼する場合、30分では時間が少ないので
失礼かもしれない。例会冒頭の議事を短縮して、外部講
師の卓話時間を延ばせないか？

企業会員は 1.5 ～ 2 年で代わる。正直卓話で印象のある
人、無い人がいる。企業会員は早めに溶け込む良い機会
なので、思い切って、この場を有効に使って欲しい。

黄グループ　下平昭彦幹事
出席メンバー：福澤正人会員／片野之万会員／白石慎太
郎会員／飯塚和夫会員／葛西敬会員／守屋宣成会員／鈴
木成一会員／下平昭彦グループ幹事

当日は、福澤正人さんの８０
歳の誕生日でした。ロータ
リー歴約３９年の話を聞き
ながら、誕生日のお祝いを
し、本題に入りました。

～例会卓話について～

○現会員は入会卓話をやっ
たらそのあとはないので、
ロータリーに入会後の話を聞きたい。例えば、５年後、
１０年後なり節目で、振返り卓話等をやったらどうか。

○他ロータリーでは、ドローンを飛ばしなら卓話をやっ
たと聞いている。実演しながらの卓話だとリアル感があ
っていい。

○ドローンではないが、技術革新とか先端技術の話も聞
きたい。

○その時代にあった話、例えば今なら新型コロナウィル
スに関することとかみんなが関心のある話題をリアルタ
イムに聞きたい。

○平塚に移住してきて活躍している人に、移住地に平塚
を選んだ理由や移住してから知った平塚の魅力や良いと
ころを語ってほしい。

○現在、平塚市に「国際交流員」としてリトアニアの人
がリトアニアの文化等を市民に発信するなど、教育、国
際交流等活動している。リトアニア共和国とは平塚市が
ホストタウンになり、オリンピック開催時にはリトアニ
ア交流推進実行委員会を中心に活動をしてきている。そ
の「国際交流員」が８月に交代したので、新しい交流員
に新たにリトアニアの文化等の話を聞きたい。

緑グループ　中谷啓秀幹事
出席メンバー：鳥山優子会員／清水裕会員／鈴木忠治会
員／大島圭吾会員／小林誠会員／平井敬規会員／中谷啓
秀グループ幹事

【良いところ】
・昔は印象に残る卓話が多か
った。
・その中でも講師の経営方針
が面白かった。
・平塚のメンバーは経験値が
高い方が多いので、メンバー
のお話を聞きたいし、聞くこ
とで勉強になる事は多いので
はないか。
・委員会メンバーが変わると色が違うので楽しみ。

【悪いところ】
・毎年〇〇月間で呼んでいる場合があるが、説明は上手
だが正直面白くない。
・新入会員卓話をするまで期間が長い。

【意見】
・自分の会社で聞きたいけど聞けない第三者の話。
・今後の事業につながる話。
・スポーツ選手の根性論、努力を聞いた方がやる気が出る。
・他のRCには財政的に厳しいので大概の外部講師を呼ば
ないことが多いが、平塚ＲＣは財務的に潤沢とは言わな
いが呼べる組織なので、話に囚われなくても良いのでは。
（落語・音楽など）
・会長がテーマを作っても良いのでは？（スポーツや音
楽など）ただし、マストの卓話もあると思うので調整が
必要だろうと思われる。
・講師にかかる費用も均一でなくともよいと思う。山あり
谷ありで要調整。
・昔、琵琶法師を連れてきたこともあるし、浅草まで行っ
たことも。また屋形船？首相官邸？にも行ったことが！？
枠に囚われない卓話が良い。
・プログラム委員会にベテランのメンバーを 1名入れた
方が、良いアイディアが与えられる。
・昔の講師には賛否があり、下品などという意見もあった
が、勉強になった講師もいた。昨今の多様性やジェンダー
などを考慮すると否定はできない。
・新入会員卓話はフレッシュな時にやった方が良い。
・欠席した方のために録画があった方が良い。ただ出席
している意味がなくなってしまうのではないかという懸
念もあるので、要検討？

当日卓話者が居なかったら清水裕さんで！

青グループ　青木　薫幹事
出席メンバー：常盤会員／柳川 ( 正 ) 会員／小野会員／
嶋田会員／原田会員／相山会員／吉野事務局／青木グ
ループ幹事

嶋田会員
（今年度のプログラム委員
長の立場として）
今年度は大委員長から年度
の前後半で大物をとリクエ
ストされている。地元の人
だとすでに聞いてしまって
いる場合があり、またそれ
なりの人を呼ぶにはもう少
し予算があると良い。

色々な方の協力もあり卓話のスケジュールが後半まで決
まって来ている分、入会記念卓話がなかなか進まない。

相山会員
昨年度は大委員長からの方向性もあり、出来るだけ地元
の方を人選するように心がけた。その際にタウンニュー
スさんに協力をしてもらい、記事として取り上げた地元
で活躍する方々を紹介してもらった。
個人的には卓話では普段話しが聞けない年齢の若い層の
人や、他ジャンルや他業種で接点のない人の話しが聞き
たい。

小野会員
自分が委員長だった時は会長から「地元で社長をやって
いる人」というお題をもらったので、地元だけれどあま
り知られていない企業の社長や起業家を探してきた。
その時に卓話をしてもらった企業で、その後世界的な企
業になったところもある。
ロータリーの関係者に卓話をしてもらう場合にも、ロー
タリーの話しではなく自分の仕事の事を話してもらった
方が面白い話が聞けると思う。

原田会員
会長の意向が反映できるのは、その年度の特徴になるの
で良い。
地域でがんばっている人を呼ぶのは、会員増強にも繋が
ると思う。

常盤会員
平塚には約 2500 社の企業がある。その中の大手企業や
特殊な企業の社長とは、普段は接点がなく会う機会がな
いが、商工会議所から話を通してもらうなど、ロータリー
であれば接点が持てる。
これから平塚に進出してくる企業（タカラレーベンやス
ーパービバホームなど）の社長や担当者を呼ぶのも良い。

青木会員
入会して半年、普段自分と付き合いのある方々は限られ
ている。そうでない企業の社長さんの話しなどを聞けた
らきっと楽しいと思う。

柳川会員
皆さんと同意見

青木グループ幹事
まとめとして、若い人、隠れた人材、進出してくる企業
など、今までと違う新しい人の話を聞きたいという意見
が多かったように思います。
美味しいお料理と楽しい会話での情報集会でした。

紫グループ　下里幸平幹事
出席メンバー：清水雅広会長／鳥海衡一会員／三荒弘道
会員／瀬尾光俊会員／日坂泰之会員／新堀将一会員／青

山紀美代会員／市川雅範会
員／下里幸平グループ幹事
〇紫グループでは8/22（月）
にグランドホテル神奈中さ
んの【松風】にて開催をい
たしました。当日は清水会
長をはじめ三荒副会長、鳥
海さん、瀬尾さん、青山さん、
新堀さん、日坂さん、副幹
事の市川さんと総勢９名に

参加頂きました。当日は堀さんは残念ながら欠席となっ
てしまいましたが、堀さんのご厚意で堀さんお気に入り
の日本酒の北雪 YK35 を 2 瓶とコース料理のグレード
アップをして頂き大変楽しくかつ活発な意見交換ができ
親睦を深める貴重な時間を過ごさせて頂きました。

〇今回のテーマ「例会卓話」に対する会員メンバーの意
見ですが、

・例会の卓話は有名講師を含め、限られた予算の中で講
師を選定しているので RI の強化月間に準じて、月一回は
RI・地区から講師を呼んで予算や費用を掛けず卓話を行
い、年間予算のメリハリを効かせる。また地区出向者の
卓話は委員長に限らず副委員長の卓話機会があると良い。
・米山委員会やインターアクトなどの会員の寄付金等が
何に使われているのか / どのような活動を行っているの
か卓話による会員理解を深める機会を増やして欲しい。
・新会員卓話はできる限り早く行い、新会員メンバーの
理解を深めていく。また新会員卓話とは別に既存会員の
メンバーを講師とし、例えば介護等の異業種業界の卓話
やメンバーの関心がありそうな卓話を是非やって欲しい。

〇また卓話の開催方法についてもご意見がありましたの
でご紹介させて頂きます。

・他の RC では高齢会員の方は例会によるコロナ感染が
怖いとの意見より対面と非対面のハイブリットで卓話を
実現しているクラブもあり、平塚 RC の卓話の開催方法
も工夫を出席率向上を目指してもいいのでは。
・現在会員による卓話では 1人 30分で行っているが、新
会員卓話を早める効果も含めて 10分 3人や 15分で 2人
とういう卓話時間で開催してはどうか。また例会時にア
トランダムでメンバーを指名し、卓話をしてもうらう緊
張感のある卓話を行ってもよいのでは。
・また卓話の前に会員同士の交流が出来る企画をするの
も良いのでは。

等大変貴重な積極的なご意見を数多く頂きました。是非
今後の平塚 RC のより良い例会卓話の開催の一助になれ
ばと良いのではと思います。
・最後に例会の一番の楽しみは卓話であり、月 4回行っ
ている卓話は平塚 RC の誇りとのメンバーからの声もあ
りました。卓話による会員メンバー全員のロータリーク
ラブ活動への理解と学び、また会員メンバーみなさま自
身の充実した人生や豊かさへ貢献できる卓話を今後も楽
しみにまた期待して参加していきたいと思います。
・コロナの猛威が振るう中で、今回情報集会紫グループ
の幹事という大役を担わせて頂き、大変ありがとうござ
いました。メンバーにも恵まれ貴重な体験をさせて頂く
ことができました。以上、紫グループの発表に代えさせ
て頂きます。ご清聴ありがとうございました。
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赤グループ　菅沼久志幹事

出席メンバー：成瀬会員／杉山会員／高橋賢会員／元吉
会員／森会員／山本会員／菅沼グループ幹事

（杉山）
■会場監督の立場であり、
例会の出席は大事。出席を
増やすためにも卓話の充実
はロータリーにとって永遠
のテーマ。
■卓話者の選定が大事。会
員の興味がある話、勉強に
なる話、趣味趣向の話と多
岐にわたっていろいろ話を聞けるのが面白いと思う。

（山本）
■前任地の福井のロータリーでは行事が多数あり卓話は
月一回程度だった。
■卓話の内容も会員内の話というよりも他の方が話しに
きてくれていた。
■趣味の話等であれば興味もそそられる。
■先日の清水会長の話はご自身の話をお聞きすることが
でき非常に興味深かった。

（高橋賢）
■やはり興味があるもの時事ネタみたいなものがいいと
思う。
■現在であれば、例えば、ロシアウクライナ問題とか、
甲子園で優勝した仙台育英とかその都度タイムリーな話
がいいと思う。

（元吉）
■おととしプログラム委員長を務めたがやはり人選が大
変。
■平塚ロータリークラブは毎年新入会員がそれなりの人
数がいるので順番に卓話をお願いし、あと外部の方に卓
話をお願いしている。
■一回あたり 30 ～ 50 千円ぐらいの講演料で対応して
いる。

■コロナ感染症の話しもいいと思う。

（森）
■法改正への対応、例えばインボイス、電子帳簿保存法
もいいのでは。

( 成瀬 )
■長くロータリーをやっていると変化もある。
■以前は女性会員もいなかったことから卓話の内容も男
子寄りのものもあった。
■東京ロータリーの会員ということで銀座のママに交通
費程度で卓話にきてもらったこともあった。
■女性の会員も増えており女性の講師も呼んだ方がいい。
■ロータリークラブのつながりをもっと利用した方がよ
い。そうするといろいろな人が呼べると思う。

（菅沼）
■昨年入会し、新入会員の卓話等あるが先輩方の話を聞
くのも面白い。
■そういう意味で昨年の成瀬先輩のレジェンド卓話は大
変面白かった。
■来週、新入会員卓話の機会をいただいている。こうし
た卓話をみなさんと話し合った後一発目でプレッシャー
はありますが頑張ります。2週連続でよろしくお願いし
ます。

橙グループ　宮下幸雄幹事
出席メンバー：升水一義会員／牧野國雄会員／木村義広
会員／関口幸恵会員／秋山智会員／山口紀之会員、松本
崇会員／宮下幸雄グループ幹事

■議論内容
（１）卓話のリクエスト
①出向者の活動報告を卓話
で聞きたい（インターアクト、
米山財団など）
②若手ユーチューバーの話
しを卓話で聞きたい
③過去に実施した企業訪問
で、東大坂のものづくりが
良かった。この件を受け、

オンラインで講師を呼ぶのはどうか？
④街の情報、まちおこし、よその地域、よそのクラブの
話しを聞くのはどうか？
⑤例会に来ない人に卓話をしてもらうのはどうか？
出席が悪いと回ってくるので参加率向上につながるか？
（半面、つまらなくて出席率下がるかも…ペナルティじゃ
ないんだから…）

（２）卓話の充実へ向けて
①新入会員の話しを早めに聞きたい。仲間として溶け込
む良い機会であり、既存メンバー側も話のきっかけにな
りやすい。
②例会に欠席した場合に備え、卓話のアーカイブ化をし
たらどうか
③何が聞きたいかを考えるべきだ。情報は簡単に取れる
時代。簡単に取れない情報こそ卓話とすべき
④外部講師に依頼する場合、30分では時間が少ないので
失礼かもしれない。例会冒頭の議事を短縮して、外部講
師の卓話時間を延ばせないか？

企業会員は 1.5 ～ 2 年で代わる。正直卓話で印象のある
人、無い人がいる。企業会員は早めに溶け込む良い機会
なので、思い切って、この場を有効に使って欲しい。

黄グループ　下平昭彦幹事
出席メンバー：福澤正人会員／片野之万会員／白石慎太
郎会員／飯塚和夫会員／葛西敬会員／守屋宣成会員／鈴
木成一会員／下平昭彦グループ幹事

当日は、福澤正人さんの８０
歳の誕生日でした。ロータ
リー歴約３９年の話を聞き
ながら、誕生日のお祝いを
し、本題に入りました。

～例会卓話について～

○現会員は入会卓話をやっ
たらそのあとはないので、
ロータリーに入会後の話を聞きたい。例えば、５年後、
１０年後なり節目で、振返り卓話等をやったらどうか。

○他ロータリーでは、ドローンを飛ばしなら卓話をやっ
たと聞いている。実演しながらの卓話だとリアル感があ
っていい。

○ドローンではないが、技術革新とか先端技術の話も聞
きたい。

○その時代にあった話、例えば今なら新型コロナウィル
スに関することとかみんなが関心のある話題をリアルタ
イムに聞きたい。

○平塚に移住してきて活躍している人に、移住地に平塚
を選んだ理由や移住してから知った平塚の魅力や良いと
ころを語ってほしい。

○現在、平塚市に「国際交流員」としてリトアニアの人
がリトアニアの文化等を市民に発信するなど、教育、国
際交流等活動している。リトアニア共和国とは平塚市が
ホストタウンになり、オリンピック開催時にはリトアニ
ア交流推進実行委員会を中心に活動をしてきている。そ
の「国際交流員」が８月に交代したので、新しい交流員
に新たにリトアニアの文化等の話を聞きたい。

緑グループ　中谷啓秀幹事
出席メンバー：鳥山優子会員／清水裕会員／鈴木忠治会
員／大島圭吾会員／小林誠会員／平井敬規会員／中谷啓
秀グループ幹事

【良いところ】
・昔は印象に残る卓話が多か
った。
・その中でも講師の経営方針
が面白かった。
・平塚のメンバーは経験値が
高い方が多いので、メンバー
のお話を聞きたいし、聞くこ
とで勉強になる事は多いので
はないか。
・委員会メンバーが変わると色が違うので楽しみ。

【悪いところ】
・毎年〇〇月間で呼んでいる場合があるが、説明は上手
だが正直面白くない。
・新入会員卓話をするまで期間が長い。

【意見】
・自分の会社で聞きたいけど聞けない第三者の話。
・今後の事業につながる話。
・スポーツ選手の根性論、努力を聞いた方がやる気が出る。
・他のRCには財政的に厳しいので大概の外部講師を呼ば
ないことが多いが、平塚ＲＣは財務的に潤沢とは言わな
いが呼べる組織なので、話に囚われなくても良いのでは。
（落語・音楽など）
・会長がテーマを作っても良いのでは？（スポーツや音
楽など）ただし、マストの卓話もあると思うので調整が
必要だろうと思われる。
・講師にかかる費用も均一でなくともよいと思う。山あり
谷ありで要調整。
・昔、琵琶法師を連れてきたこともあるし、浅草まで行っ
たことも。また屋形船？首相官邸？にも行ったことが！？
枠に囚われない卓話が良い。
・プログラム委員会にベテランのメンバーを 1名入れた
方が、良いアイディアが与えられる。
・昔の講師には賛否があり、下品などという意見もあった
が、勉強になった講師もいた。昨今の多様性やジェンダー
などを考慮すると否定はできない。
・新入会員卓話はフレッシュな時にやった方が良い。
・欠席した方のために録画があった方が良い。ただ出席
している意味がなくなってしまうのではないかという懸
念もあるので、要検討？

当日卓話者が居なかったら清水裕さんで！

青グループ　青木　薫幹事
出席メンバー：常盤会員／柳川 ( 正 ) 会員／小野会員／
嶋田会員／原田会員／相山会員／吉野事務局／青木グ
ループ幹事

嶋田会員
（今年度のプログラム委員
長の立場として）
今年度は大委員長から年度
の前後半で大物をとリクエ
ストされている。地元の人
だとすでに聞いてしまって
いる場合があり、またそれ
なりの人を呼ぶにはもう少
し予算があると良い。

色々な方の協力もあり卓話のスケジュールが後半まで決
まって来ている分、入会記念卓話がなかなか進まない。

相山会員
昨年度は大委員長からの方向性もあり、出来るだけ地元
の方を人選するように心がけた。その際にタウンニュー
スさんに協力をしてもらい、記事として取り上げた地元
で活躍する方々を紹介してもらった。
個人的には卓話では普段話しが聞けない年齢の若い層の
人や、他ジャンルや他業種で接点のない人の話しが聞き
たい。

小野会員
自分が委員長だった時は会長から「地元で社長をやって
いる人」というお題をもらったので、地元だけれどあま
り知られていない企業の社長や起業家を探してきた。
その時に卓話をしてもらった企業で、その後世界的な企
業になったところもある。
ロータリーの関係者に卓話をしてもらう場合にも、ロー
タリーの話しではなく自分の仕事の事を話してもらった
方が面白い話が聞けると思う。

原田会員
会長の意向が反映できるのは、その年度の特徴になるの
で良い。
地域でがんばっている人を呼ぶのは、会員増強にも繋が
ると思う。

常盤会員
平塚には約 2500 社の企業がある。その中の大手企業や
特殊な企業の社長とは、普段は接点がなく会う機会がな
いが、商工会議所から話を通してもらうなど、ロータリー
であれば接点が持てる。
これから平塚に進出してくる企業（タカラレーベンやス
ーパービバホームなど）の社長や担当者を呼ぶのも良い。

青木会員
入会して半年、普段自分と付き合いのある方々は限られ
ている。そうでない企業の社長さんの話しなどを聞けた
らきっと楽しいと思う。

柳川会員
皆さんと同意見

青木グループ幹事
まとめとして、若い人、隠れた人材、進出してくる企業
など、今までと違う新しい人の話を聞きたいという意見
が多かったように思います。
美味しいお料理と楽しい会話での情報集会でした。

紫グループ　下里幸平幹事
出席メンバー：清水雅広会長／鳥海衡一会員／三荒弘道
会員／瀬尾光俊会員／日坂泰之会員／新堀将一会員／青

山紀美代会員／市川雅範会
員／下里幸平グループ幹事
〇紫グループでは8/22（月）
にグランドホテル神奈中さ
んの【松風】にて開催をい
たしました。当日は清水会
長をはじめ三荒副会長、鳥
海さん、瀬尾さん、青山さん、
新堀さん、日坂さん、副幹
事の市川さんと総勢９名に

参加頂きました。当日は堀さんは残念ながら欠席となっ
てしまいましたが、堀さんのご厚意で堀さんお気に入り
の日本酒の北雪 YK35 を 2 瓶とコース料理のグレード
アップをして頂き大変楽しくかつ活発な意見交換ができ
親睦を深める貴重な時間を過ごさせて頂きました。

〇今回のテーマ「例会卓話」に対する会員メンバーの意
見ですが、

・例会の卓話は有名講師を含め、限られた予算の中で講
師を選定しているので RI の強化月間に準じて、月一回は
RI・地区から講師を呼んで予算や費用を掛けず卓話を行
い、年間予算のメリハリを効かせる。また地区出向者の
卓話は委員長に限らず副委員長の卓話機会があると良い。
・米山委員会やインターアクトなどの会員の寄付金等が
何に使われているのか / どのような活動を行っているの
か卓話による会員理解を深める機会を増やして欲しい。
・新会員卓話はできる限り早く行い、新会員メンバーの
理解を深めていく。また新会員卓話とは別に既存会員の
メンバーを講師とし、例えば介護等の異業種業界の卓話
やメンバーの関心がありそうな卓話を是非やって欲しい。

〇また卓話の開催方法についてもご意見がありましたの
でご紹介させて頂きます。

・他の RC では高齢会員の方は例会によるコロナ感染が
怖いとの意見より対面と非対面のハイブリットで卓話を
実現しているクラブもあり、平塚 RC の卓話の開催方法
も工夫を出席率向上を目指してもいいのでは。
・現在会員による卓話では 1人 30分で行っているが、新
会員卓話を早める効果も含めて 10分 3人や 15分で 2人
とういう卓話時間で開催してはどうか。また例会時にア
トランダムでメンバーを指名し、卓話をしてもうらう緊
張感のある卓話を行ってもよいのでは。
・また卓話の前に会員同士の交流が出来る企画をするの
も良いのでは。

等大変貴重な積極的なご意見を数多く頂きました。是非
今後の平塚 RC のより良い例会卓話の開催の一助になれ
ばと良いのではと思います。
・最後に例会の一番の楽しみは卓話であり、月 4回行っ
ている卓話は平塚 RC の誇りとのメンバーからの声もあ
りました。卓話による会員メンバー全員のロータリーク
ラブ活動への理解と学び、また会員メンバーみなさま自
身の充実した人生や豊かさへ貢献できる卓話を今後も楽
しみにまた期待して参加していきたいと思います。
・コロナの猛威が振るう中で、今回情報集会紫グループ
の幹事という大役を担わせて頂き、大変ありがとうござ
いました。メンバーにも恵まれ貴重な体験をさせて頂く
ことができました。以上、紫グループの発表に代えさせ
て頂きます。ご清聴ありがとうございました。



赤グループ　菅沼久志幹事

出席メンバー：成瀬会員／杉山会員／高橋賢会員／元吉
会員／森会員／山本会員／菅沼グループ幹事

平塚ロータリークラブ 週報 3378号

（杉山）
■会場監督の立場であり、
例会の出席は大事。出席を
増やすためにも卓話の充実
はロータリーにとって永遠
のテーマ。
■卓話者の選定が大事。会
員の興味がある話、勉強に
なる話、趣味趣向の話と多
岐にわたっていろいろ話を聞けるのが面白いと思う。

（山本）
■前任地の福井のロータリーでは行事が多数あり卓話は
月一回程度だった。
■卓話の内容も会員内の話というよりも他の方が話しに
きてくれていた。
■趣味の話等であれば興味もそそられる。
■先日の清水会長の話はご自身の話をお聞きすることが
でき非常に興味深かった。

（高橋賢）
■やはり興味があるもの時事ネタみたいなものがいいと
思う。
■現在であれば、例えば、ロシアウクライナ問題とか、
甲子園で優勝した仙台育英とかその都度タイムリーな話
がいいと思う。

（元吉）
■おととしプログラム委員長を務めたがやはり人選が大
変。
■平塚ロータリークラブは毎年新入会員がそれなりの人
数がいるので順番に卓話をお願いし、あと外部の方に卓
話をお願いしている。
■一回あたり 30 ～ 50 千円ぐらいの講演料で対応して
いる。

■コロナ感染症の話しもいいと思う。

（森）
■法改正への対応、例えばインボイス、電子帳簿保存法
もいいのでは。

( 成瀬 )
■長くロータリーをやっていると変化もある。
■以前は女性会員もいなかったことから卓話の内容も男
子寄りのものもあった。
■東京ロータリーの会員ということで銀座のママに交通
費程度で卓話にきてもらったこともあった。
■女性の会員も増えており女性の講師も呼んだ方がいい。
■ロータリークラブのつながりをもっと利用した方がよ
い。そうするといろいろな人が呼べると思う。

（菅沼）
■昨年入会し、新入会員の卓話等あるが先輩方の話を聞
くのも面白い。
■そういう意味で昨年の成瀬先輩のレジェンド卓話は大
変面白かった。
■来週、新入会員卓話の機会をいただいている。こうし
た卓話をみなさんと話し合った後一発目でプレッシャー
はありますが頑張ります。2週連続でよろしくお願いし
ます。

橙グループ　宮下幸雄幹事
出席メンバー：升水一義会員／牧野國雄会員／木村義広
会員／関口幸恵会員／秋山智会員／山口紀之会員、松本
崇会員／宮下幸雄グループ幹事

■議論内容
（１）卓話のリクエスト
①出向者の活動報告を卓話
で聞きたい（インターアクト、
米山財団など）
②若手ユーチューバーの話
しを卓話で聞きたい
③過去に実施した企業訪問
で、東大坂のものづくりが
良かった。この件を受け、

オンラインで講師を呼ぶのはどうか？
④街の情報、まちおこし、よその地域、よそのクラブの
話しを聞くのはどうか？
⑤例会に来ない人に卓話をしてもらうのはどうか？
出席が悪いと回ってくるので参加率向上につながるか？
（半面、つまらなくて出席率下がるかも…ペナルティじゃ
ないんだから…）

（２）卓話の充実へ向けて
①新入会員の話しを早めに聞きたい。仲間として溶け込
む良い機会であり、既存メンバー側も話のきっかけにな
りやすい。
②例会に欠席した場合に備え、卓話のアーカイブ化をし
たらどうか
③何が聞きたいかを考えるべきだ。情報は簡単に取れる
時代。簡単に取れない情報こそ卓話とすべき
④外部講師に依頼する場合、30分では時間が少ないので
失礼かもしれない。例会冒頭の議事を短縮して、外部講
師の卓話時間を延ばせないか？

企業会員は 1.5 ～ 2 年で代わる。正直卓話で印象のある
人、無い人がいる。企業会員は早めに溶け込む良い機会
なので、思い切って、この場を有効に使って欲しい。

黄グループ　下平昭彦幹事
出席メンバー：福澤正人会員／片野之万会員／白石慎太
郎会員／飯塚和夫会員／葛西敬会員／守屋宣成会員／鈴
木成一会員／下平昭彦グループ幹事

当日は、福澤正人さんの８０
歳の誕生日でした。ロータ
リー歴約３９年の話を聞き
ながら、誕生日のお祝いを
し、本題に入りました。

～例会卓話について～

○現会員は入会卓話をやっ
たらそのあとはないので、
ロータリーに入会後の話を聞きたい。例えば、５年後、
１０年後なり節目で、振返り卓話等をやったらどうか。

○他ロータリーでは、ドローンを飛ばしなら卓話をやっ
たと聞いている。実演しながらの卓話だとリアル感があ
っていい。

○ドローンではないが、技術革新とか先端技術の話も聞
きたい。

○その時代にあった話、例えば今なら新型コロナウィル
スに関することとかみんなが関心のある話題をリアルタ
イムに聞きたい。

○平塚に移住してきて活躍している人に、移住地に平塚
を選んだ理由や移住してから知った平塚の魅力や良いと
ころを語ってほしい。

○現在、平塚市に「国際交流員」としてリトアニアの人
がリトアニアの文化等を市民に発信するなど、教育、国
際交流等活動している。リトアニア共和国とは平塚市が
ホストタウンになり、オリンピック開催時にはリトアニ
ア交流推進実行委員会を中心に活動をしてきている。そ
の「国際交流員」が８月に交代したので、新しい交流員
に新たにリトアニアの文化等の話を聞きたい。

緑グループ　中谷啓秀幹事
出席メンバー：鳥山優子会員／清水裕会員／鈴木忠治会
員／大島圭吾会員／小林誠会員／平井敬規会員／中谷啓
秀グループ幹事

【良いところ】
・昔は印象に残る卓話が多か
った。
・その中でも講師の経営方針
が面白かった。
・平塚のメンバーは経験値が
高い方が多いので、メンバー
のお話を聞きたいし、聞くこ
とで勉強になる事は多いので
はないか。
・委員会メンバーが変わると色が違うので楽しみ。

【悪いところ】
・毎年〇〇月間で呼んでいる場合があるが、説明は上手
だが正直面白くない。
・新入会員卓話をするまで期間が長い。

【意見】
・自分の会社で聞きたいけど聞けない第三者の話。
・今後の事業につながる話。
・スポーツ選手の根性論、努力を聞いた方がやる気が出る。
・他のRCには財政的に厳しいので大概の外部講師を呼ば
ないことが多いが、平塚ＲＣは財務的に潤沢とは言わな
いが呼べる組織なので、話に囚われなくても良いのでは。
（落語・音楽など）
・会長がテーマを作っても良いのでは？（スポーツや音
楽など）ただし、マストの卓話もあると思うので調整が
必要だろうと思われる。
・講師にかかる費用も均一でなくともよいと思う。山あり
谷ありで要調整。
・昔、琵琶法師を連れてきたこともあるし、浅草まで行っ
たことも。また屋形船？首相官邸？にも行ったことが！？
枠に囚われない卓話が良い。
・プログラム委員会にベテランのメンバーを 1名入れた
方が、良いアイディアが与えられる。
・昔の講師には賛否があり、下品などという意見もあった
が、勉強になった講師もいた。昨今の多様性やジェンダー
などを考慮すると否定はできない。
・新入会員卓話はフレッシュな時にやった方が良い。
・欠席した方のために録画があった方が良い。ただ出席
している意味がなくなってしまうのではないかという懸
念もあるので、要検討？

当日卓話者が居なかったら清水裕さんで！

青グループ　青木　薫幹事
出席メンバー：常盤会員／柳川 ( 正 ) 会員／小野会員／
嶋田会員／原田会員／相山会員／吉野事務局／青木グ
ループ幹事

嶋田会員
（今年度のプログラム委員
長の立場として）
今年度は大委員長から年度
の前後半で大物をとリクエ
ストされている。地元の人
だとすでに聞いてしまって
いる場合があり、またそれ
なりの人を呼ぶにはもう少
し予算があると良い。

色々な方の協力もあり卓話のスケジュールが後半まで決
まって来ている分、入会記念卓話がなかなか進まない。

相山会員
昨年度は大委員長からの方向性もあり、出来るだけ地元
の方を人選するように心がけた。その際にタウンニュー
スさんに協力をしてもらい、記事として取り上げた地元
で活躍する方々を紹介してもらった。
個人的には卓話では普段話しが聞けない年齢の若い層の
人や、他ジャンルや他業種で接点のない人の話しが聞き
たい。

小野会員
自分が委員長だった時は会長から「地元で社長をやって
いる人」というお題をもらったので、地元だけれどあま
り知られていない企業の社長や起業家を探してきた。
その時に卓話をしてもらった企業で、その後世界的な企
業になったところもある。
ロータリーの関係者に卓話をしてもらう場合にも、ロー
タリーの話しではなく自分の仕事の事を話してもらった
方が面白い話が聞けると思う。

原田会員
会長の意向が反映できるのは、その年度の特徴になるの
で良い。
地域でがんばっている人を呼ぶのは、会員増強にも繋が
ると思う。

常盤会員
平塚には約 2500 社の企業がある。その中の大手企業や
特殊な企業の社長とは、普段は接点がなく会う機会がな
いが、商工会議所から話を通してもらうなど、ロータリー
であれば接点が持てる。
これから平塚に進出してくる企業（タカラレーベンやス
ーパービバホームなど）の社長や担当者を呼ぶのも良い。

青木会員
入会して半年、普段自分と付き合いのある方々は限られ
ている。そうでない企業の社長さんの話しなどを聞けた
らきっと楽しいと思う。

柳川会員
皆さんと同意見

青木グループ幹事
まとめとして、若い人、隠れた人材、進出してくる企業
など、今までと違う新しい人の話を聞きたいという意見
が多かったように思います。
美味しいお料理と楽しい会話での情報集会でした。

紫グループ　下里幸平幹事
出席メンバー：清水雅広会長／鳥海衡一会員／三荒弘道
会員／瀬尾光俊会員／日坂泰之会員／新堀将一会員／青

山紀美代会員／市川雅範会
員／下里幸平グループ幹事
〇紫グループでは8/22（月）
にグランドホテル神奈中さ
んの【松風】にて開催をい
たしました。当日は清水会
長をはじめ三荒副会長、鳥
海さん、瀬尾さん、青山さん、
新堀さん、日坂さん、副幹
事の市川さんと総勢９名に

参加頂きました。当日は堀さんは残念ながら欠席となっ
てしまいましたが、堀さんのご厚意で堀さんお気に入り
の日本酒の北雪 YK35 を 2 瓶とコース料理のグレード
アップをして頂き大変楽しくかつ活発な意見交換ができ
親睦を深める貴重な時間を過ごさせて頂きました。

〇今回のテーマ「例会卓話」に対する会員メンバーの意
見ですが、

・例会の卓話は有名講師を含め、限られた予算の中で講
師を選定しているので RI の強化月間に準じて、月一回は
RI・地区から講師を呼んで予算や費用を掛けず卓話を行
い、年間予算のメリハリを効かせる。また地区出向者の
卓話は委員長に限らず副委員長の卓話機会があると良い。
・米山委員会やインターアクトなどの会員の寄付金等が
何に使われているのか / どのような活動を行っているの
か卓話による会員理解を深める機会を増やして欲しい。
・新会員卓話はできる限り早く行い、新会員メンバーの
理解を深めていく。また新会員卓話とは別に既存会員の
メンバーを講師とし、例えば介護等の異業種業界の卓話
やメンバーの関心がありそうな卓話を是非やって欲しい。

〇また卓話の開催方法についてもご意見がありましたの
でご紹介させて頂きます。

・他の RC では高齢会員の方は例会によるコロナ感染が
怖いとの意見より対面と非対面のハイブリットで卓話を
実現しているクラブもあり、平塚 RC の卓話の開催方法
も工夫を出席率向上を目指してもいいのでは。
・現在会員による卓話では 1人 30分で行っているが、新
会員卓話を早める効果も含めて 10分 3人や 15分で 2人
とういう卓話時間で開催してはどうか。また例会時にア
トランダムでメンバーを指名し、卓話をしてもうらう緊
張感のある卓話を行ってもよいのでは。
・また卓話の前に会員同士の交流が出来る企画をするの
も良いのでは。

等大変貴重な積極的なご意見を数多く頂きました。是非
今後の平塚 RC のより良い例会卓話の開催の一助になれ
ばと良いのではと思います。
・最後に例会の一番の楽しみは卓話であり、月 4回行っ
ている卓話は平塚 RC の誇りとのメンバーからの声もあ
りました。卓話による会員メンバー全員のロータリーク
ラブ活動への理解と学び、また会員メンバーみなさま自
身の充実した人生や豊かさへ貢献できる卓話を今後も楽
しみにまた期待して参加していきたいと思います。
・コロナの猛威が振るう中で、今回情報集会紫グループ
の幹事という大役を担わせて頂き、大変ありがとうござ
いました。メンバーにも恵まれ貴重な体験をさせて頂く
ことができました。以上、紫グループの発表に代えさせ
て頂きます。ご清聴ありがとうございました。

委員会報告

◯プログラム委員会　嶋田委員長
　9月の卓話のお知らせです。本日は情報集会の報告会と
　して、各色別で話し合われたことを代表の方が報告いた
　します。来週は菅沼久志会員の入会記念卓話です。9/15
　はNPO法人湘南バレエ・コンペティション理事長の斎藤
　葵様で、「第9回湘南バレエ・コンペティション2022」につ
　いてお話しされます。
　9/22は休会です。9/29は湘南ジャーナル社代表取締役の
　定成幸代様の「湘南ベルマーレと特別支援学校・地域社
　会の共生社会推進プロジェクト」のお話です。
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卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 2名

ゲスト 1名

ビジター 0名

9月08日(木)
9月15日(木)

9月22日(木)

入会記念卓話　菅沼久志会員
NPO法人湘南バレエ・コンペティション
理事長　斎藤葵様
休会

本日のスマイル 32名＋6グループ

現在ございません

平塚ロータリークラブ 週報 3378号

米山奨学生　馬躍航さん

幹事報告

◎9月 3日 ( 土 )14:00 より危機管理セミナーがミナパー
　クで開催されます。
　清水雅広会長と馬上青少年委員長が出席されます。

◎平塚信用金庫様より第23回「TRIbankひらつか信友会」
　講演会のご招待を頂きました。

　日時：10月11日(火)   14:45開演（開場　14:00）
　会場：ひらしん平塚文化芸術ホール
　講師：ジャーナリストの池上彰氏で講演タイトルは
　　　  「世界のこれからと日本の未来」です。　
　出席を希望される方はご連絡ください。
　2名までとなります。
　
◎残念なお知らせがあります。
　8/4に入会されました平塚公証役場の市川祐一会員が
　ご都合により、8月いっぱいで退会されましたのでご
　報告いたします。

今週のお祝い

誕生日祝い・・・大島圭吾会員、鳥山優子会員
結婚祝い　・・・無し
入会記念月・・・飯塚和夫会員、関口幸恵会員、
　　　　　　  嶋田政光会員

相山洋明会員、柏手茂会員

誕生日祝いの大島会員(左)、鳥山会員(右)
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