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2022 年 9 月 29 日

第 3382 回

週報第 3382 号

9 月 29 日

会員数 63 名

対象者 63 名 出席者

44(44) 名

出席率 69.84 %

前々回

9 月 8日

会員数 63 名

対象者 63 名 出席者

41(41) 名

出席率 65.08 %

本日の卓話者ご紹介
湘南ジャーナル社
代表取締役 定成幸代様

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）

3名

計

44 名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

69.84 %

ニティースクールの学校運営協議会への参加や特別支援
学校との様々なプロジェクトを通して、数年かけて 4 校
の学校課題や地域連携課題・共生社会の実現への課題を
議論し、解決策を模索してきました。
課題を解決するには、学校との地域のパイプを太くす
る、マイノリティだからこそ声を大にする、社会参加の
機会を増やす、県や市の垣根を越えて地域が当たり前に
障がい者の受け皿となる、といったことが必要であり、
それを実現するためには学校の力だけでは到底難しいこ
とは明白となりました。そこで、J クラブとしての発信
力や牽引力をもった湘南ベルマーレ自らが地域の旗振り
役として、そして地域に根差し情報発信をしてきた湘南
ジャーナル社が事務局として、共生社会協働推進の受け
皿となる地域組織「平塚地域 共生社会推進協働本部
( 仮 )」を設置し、様々な活動をしていくことにしました。

卓話
共生社会の実現へ向けた
「平塚地域 共生社会推進協働本部 ( 仮 )」の
立ち上げ
平塚地域 特別支援学校 4 校と
湘南ベルマーレのチャレンジ
湘南ジャーナル社
代表取締役 定成幸代

神奈川県では県立特別支援学校を含むすべての県立学
校が、学校・保護者とともに地域社会が学校運営に参加
し、教育活動の改善や子ども達の豊かな育成に取り組む
「コミュニティースクール制度」を導入しており、地域
社会の一部である私たちは障がいのある子ども達を取り
囲む教育環境や社会参加に対する課題等を真剣に考えて
いく必要があります。
今回、湘南ベルマーレと湘南ジャーナル社は、コミュ

すでにこの取り組みに対しては、多くの企業や福祉団
体・地域住民から応援の声があがっており、地域ムーブ
メントの地盤づくりは好調といえます。年内には協働本
部となる仲間づくりを一旦完了させ、来年度からは具体
的な活動を開始したいと思っています。まだ組織運営の
ガイドラインや諸条件の決定などの煩雑な業務が残って
おりますが、ご興味を持っていただけるようでしたら、
ぜひお声がけください。仲間になっていただけたら幸い
です。

会長を挟んで左は湘南ベルマーレ
ｐＲ部部長兼社会連携部の渋谷剛様︑
右は湘南ジャーナル社
代表取締役 定成幸代様

平塚地域には、神奈川県でも唯一様々な障がい種に対
応する県立の特別支援学校が 4 校存在します。また神
奈川県は手話言語条令を制定し、平塚市は「共生社会ホー
ムタウン」宣言もしている共生社会実現を推進すべく地
域ともいえるでしょう。

湘南ベルマーレとしては、このプログラムはクラブミ
ッション「夢づくり・人づくり」達成に関わる一部公式
のものとして力を注ぎ、やさしい地域つくりに貢献をし
ていきたいと思っています。
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卓話者ご紹介

定成 幸代（さだなりさちよ）様
【生年月日】 1974/11/13
47 歳
【家族構成】 夫・小 4 娘・小 2 息子・保護犬 2 匹
【出 身】 神奈川県平塚市
【経 歴】 平塚江南高校 - 新潟大学 - ニューヨーク市立
大学バルーク校 ESL/CAPS
【社 歴】
1997 年 ダウ・ケミカル日本（株） 2001 年 NY 留学のため退職
2003 年 デュポン社から要職のお誘いを受け日本帰国
（2009 年Ｍ＆Ａで INVISTA 社へ）
2009 年 INVISTA（Japan) LLC. マーケティング・事業開
発事業部ダイレクターを経て、2 人目の子ども
の出産と同時にベンチャー立ち上げを決意し、
2015 年退職
2015 年 コアインターナショナル（ジャパン）合同会社設立
ビジネスコンサルティング企業をアジア４か国
でグループ展開
2019 年 現在 ( 株 ) 湘南ジャーナル社 代表取締役
兼 企業のコンサルタントとして活動中
【趣 味】
料理・雪山遊び・サップ（新人）
・読書・お酒＝ＮＹ州の
バーテンダーライセンスまで取得
【地域密着タスク】
2022- 神奈川県立平塚ろう学校 学校運営協議会 委員
2019- 神奈川県立平塚養護学校 学校運営協議会 副会長
2021- 神奈川県警平塚警察署 協議会委員
2021- 平塚商工会議所女性会 総務部理事
2019- 平塚商工会議所
【その他活動】
湘南ベルマーレ パートナー企業・市民株主
NGO ワールドビジョン支援
NPO ピースプロジェクト支援
セーブザアニマルズ支援

渋谷 剛（しぶや

ごう）様

【生年月日】1982/4/18 40 歳
【家族構成】妻、娘（9 歳）、息子（2 歳、3 歳）の 5 人
【出 身】東京都練馬区
【経 歴】2005 年 淑徳大学大学卒業
【社 歴】
2005 年 NPO 法人ベルマーレスポーツクラブに入社
2015 年 ( 株 ) 湘南ベルマーレへ転籍・フロントに異動
し、クラブ運営に携わる。現在、（株）湘南ベ
ルマーレ PR 部 部長兼社会連携部として従事
【趣

◎先日皆様にご協力いただきました青森県大雨災害への
義援金は合計￥51,000 となりました。
9/16に送金致しましたので、ご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。
◎9/25 開催予定でした米山学友会主催の「クリーンキャ
ペーン」が台風 15 号接近により中止となり、11/5( 土 )
に延期となりました。
◎第 2590 地区・第 2780 地区合同の「第 55 回神奈川県
ロータリアン親睦テニス会」のご案内です。
日時：2022年11月8日(火) 13:00開始
16:00からパーティー
テニス会場： 湘南ローンテニスクラブ
参加料：ロータリアン7,000円
家族、ゲスト5,000円
参加ご希望の方は10/20までに事務局までご連絡をお
願い致します。
◎平塚市美術館より、平塚市制 90 周年記念展「時代の
自画像」展の招待券を 2 枚いただきましたので、ご興
味のある方は受付にお申し出ください。
開催日は10/1(土)〜11/27(日)までです。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・
柏手茂会員（写真左）
山口紀之会員（写真右）
結婚祝い・・・
平井敬規会員
江藤博一会員
メークアップ（MUP)

柏手茂会員、清水裕会員、米山俊二会員
本日のスマイル

19名

ゲスト

2名

湘南ジャーナル社 代表取締役 定成幸代様
湘南ベルマーレ PR 部部長兼社会連携部 渋谷剛様

卓話・行事予定

10月13日(木)

地区委員会報告
◯地区米山奨学委員会 米山俊二委員
9/25平塚海岸にて
「クリーンキャンペーン」を開催いたし
ます。平塚海岸なのでお時間ある方は参加ください。
クラブ会報・
Ｉ
Ｔ委員会

◎ 相山洋明

0名

ビジター

10月06日(木)

味】ゴルフ練習中

3名

神奈川大学サッカー部
監督 大森酉三郎様
移動例会 10 月 16 日 ( 日 ) 地区大会へ

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

