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第1261回 例 会

2017年11 月10 日（金）

2017 - 2018 年度

国際ロータリー  本年度テーマ

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ

週  報
事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870   FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/

例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30

◆ロータリーソング ～奉仕の理想～　◆4つのテスト・職業宣言
◆平塚商工会議所　青年部　会長　牧石高明　様
◆駅伝競走大会実行委員長　石井大祐　様
◆平塚警察署少年柔道剣道推進会　会長　高橋佳久　様
◆米山奨学金授与【于　宏宇　君】
◆誕生祝【田中会員】【原康二会員】　◆結婚祝【長谷川会員】【柏木会員】
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◎ロータリーソング ～奉仕の理想～   

◎４つのテスト・職業宣言　【清水会員】　

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
会長幹事会の報告です。ＩＭについてですが、日時と内容がだいたい煮詰まってきま
した。日程は２月１０日平塚プレジール６Ｆです。懇親会のなかで各クラブでカラ
オケを競うという話があり当クラブは７人娘が歌います。是非、頑張ってください。
南ロータリークラブが公開例会を行いますが、１１月１７日行いますが当クラブの
例会と重なっています。
平塚盲学校と一緒に行います「点字ブロック理解推進キャンペーン」を行いますので、
参加できる方は宜しくお願いします。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
みなさんこんにちは。本日はクラブ協議です。皆さんのご意見を頂きこれからのク
ラブ運営に役立てたいと思います。前半は 10/21 行いました『市民のための何でも
相談』の結果報告並びに皆さんの感想をお聞きします。後半は 3/12 に行います『ポ
リオ撲滅チャリティーゴルフ大会』の趣旨説明並びに当日に向けての準備項目の共
有です。皆さん、今後のクラブ運営において参考となりますのでご意見よろしくお
願い申し上げます。
本日はゲストの方もおられ挨拶は割愛致します。宜しくお願い申し上げます。

◎ 平塚商工会議所　青年部　会長　牧石高明様
毎年共催いただいています、小学生駅伝競走大会に今回もご協力いただきまして誠
にありがとうございます。
今年、第２８回になりますが、お陰様を持ちまして継続できています。
昨年度を上回るエントリーを頂きましたが子供たちの思い出に残る大会にしたいと
思っています。よろしくお願いします。



◎ 駅伝競走大会実行委員長　石井大祐　様
今年も協賛いただきまして誠にありがとうございま
す。継続できるのも皆様のご協力ががあっての賜物と
感謝申し上げます。
今回は男子６５チーム、女子４８チームの１１３チー
ムのエントリーがあり総勢７７５人の子供たちが襷を
繋ぐという大会になりました。朝から子供たちが安全
に競技できるよう、子供達の笑顔を守れるよう頑張り
ます。平成２７年度の文部科学省の小学５年生の体力
測定をしたところ神奈川県の男子の基礎体力が４６位
女子が４７位という結果で体力の低下が悪影響をもた
らすという危惧もありますので、この大会も意義ある
ものだと思っています。よろしくお願いします。

◎ 平塚警察署少年柔道剣道推進会　会長　高橋佳久　様
いつもサン・ライフをご利用いただきましてありがと
うございます。
本日は平塚警察署少年柔道剣道推進会の代表として参
りました。
今、子供たちを取り巻く環境が大きく様変わりしてい
ることは皆様衆知の通りだと思います。柔道剣道を通
じて子供たちの健全性に少しでも役立てばと思い行っ
ています。ちなみに本年度は柔道の部門では神奈川県
の警察大会で優勝・準優勝を収めています。剣道にお
きましては昨年の優勝者を輩出するという結果にも
なっております。これも偏に皆様のご支援の賜物と感
謝しております。今後とも宜しくお願いします。本日
はありがとうございました。

◎米山奨学金授与　【于　宏宇（ウ　コウウ）君】

◎ 誕生祝
【田中会員】
誕生祝有難うございます。入会したのが５５歳です入会歴
１０年になります。女性第一号で５年間一人で寂しい思いをしていましたが、関口
会員が入会してくれて嬉しかったです。今、女性が６名になり幸せな気持ちです。
女子会も行いましたがこれからも開催したいです。よろしくお願いします。

【原康二会員】
昭和２８年１１月１０日６４歳を迎えました。自分としては年を考えずに公私とも
に励んでいきたいと思います。
これからも、よろしくお願いします。
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◎ 結婚祝
【長谷川会員】
結婚祝いありがとうございました。１１月２日で４２回目の結婚記念日です。毎年
何もしないのですが、一年一年喧嘩をしたり仲よくしたり年を重ねた行きたいと思っ
ています。平成４年の１１月１０日から禁煙をしまして今日で２５年丁度になりま
す。今喫煙されている方はやめた方が良いでしょう。今朝女房と禁煙していくら家
計を助けたと思うかと聞いたところ「３５億」と言われましたので、「ちがうだろ～」
と叫びました。今年の流行語大賞の候補２つでした。

【柏木会員】
いまだに煙草を吸っている柏木です。結婚祝いありがとうございます。今日の高橋
会長のお話で子供の前での夫婦喧嘩は精神的虐待だという事で、身に沁みました。
今後はそういう事が無い様に諸先輩を見習いまして、頑張っていこうと思います。

【佐藤会員】
今週の父の葬儀にたくさんの皆さんに過分なるお心遣いを頂きまして、またクラブ
よりお手伝いを頂きまして、誠にありがとうございました。この場をお借りしまし
てお礼申し上げます。

◎ 出席報告【笠原会員】
会員４２名　出席義務者　４０名　出席者　３０名　出席率７５％

◎ なんでも相談会結果報告【職業奉仕委員会　佐藤委員長】
皆様のお蔭を持ちまして相談者６１名という過去最高でした。
詳細は資料を参照してください。

次年度の審議事項
①相談が弁護士に集中してしまうので、弁護士をもう少し頼んだ方が良くはないか。
②不動産関係ももう少し人数がいた方が良くはないか。

◎ 「ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会」について
【社会奉仕委員会　清水委員長】

趣旨をご理解の上皆さんのご協力をお願いします。
当日、ケーブルテレビの取材が入ります。役割分担等決まりましたらお知らせいた
しますので、出欠席の連絡をお願いします。

なんでも相談会結果報告はこちらなんでも相談会結果報告はこちら

ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会資料はこちらポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会資料はこちら

長谷川会員　三富会長　柏木会員長谷川会員　三富会長　柏木会員

笠原会員笠原会員



◎スマイル報告　【柏木会員】
三富会長　 平塚商工会議所青年部、牧石会長、石井実行委員長平塚湘南ＲＣへよう

こそ～駅伝応援しています。頑張ってください。高橋様剣道育成頑張っ
てください。

芦川会員　 商工会議所青年部、石井さん、牧石さん、ようこそお越しくださいました。
今回も、駅伝頑張ってください。

小沢会員　 いつの間にか師走になって来ました。今年度の流行語大賞の個人予測で
す。1 位インスタ映え　隠れ 1 位は「違うだろー。このハゲー。」です。
当たるかどうか？ ( 笑 )

柏木会員　 風邪を引いて杉山医院に院長のお見舞いに行ってきました。すこぶる元
気でした。

黒柳会員　 10 月 28 日、33 回目の結婚記念日でした。横浜そごうにプレゼントを
買いに行ったら、ばったり細野さんが女性といるところに遭遇しました。
花市場のお花ありがとうございました

佐藤会員　 先日は、父の通夜及び告別式に皆様より過分なるお心遣いをちょうだい
し、誠にありがとうございました。

下田会員　 先日、平塚稲門会にお邪魔させて頂きました。高橋さんいろいろとあり
がとうございました。これからも宜しくお願いします。

真道会員　 7Ｒ,Ｃのゴルフコンペを 12 月 4 日にグランフィールドで予定していま
す。今回 100 回目記念大会となりますので盛大にしたいと思いました
が、他クラブの参加者が少ないので、湘南ＲＣの大会になりそうです。
寂しいーーー！

関口会員　 台湾から帰ったばかりでぼーっとしています。日本は寒い。
曽我会員　 曽我家の早生みかんをお持ちしました。みなさん、ぜひ食べてください

ね！明後日、日曜日はみかんマルシェです。来てくださいませ。
徳永会員　 今日、皆様に配布した湘南ジャーナルでは 11 月 1 日から新規様ウェブ

マガジン「パドラー湘南」を創刊しました。どうぞよろしくお願いします。
中村会員　 先程、早くも年末家族会のファックスが届きました。今年も後 50 日、

私の廻りにもいろいろなことがありました。残念ながら年の重ねるたび
に良いことよりも悪いことの方が多くなってきました。

長谷川会員　 結婚祝いありがとうございます！
原 ( 博 ) 会員 朝、晩の寒暖の差が激しく体がついていきません。皆さん、風邪に注意！
古木会員　 今年の流行語大賞何になるでしょうか。私は “ソンタク” だと思います

が！それにしても今年は負の言葉が多い気がします。
細野会員　 妻と北海道に行ってきました。その北海道へ行くための買い物を横浜そ

ごうでしていたら黒柳さんにばったり会いました。黒柳さんは奥さんの
結婚記念日の品物を買いに来たと言っていました。予算 50 万だと言っ
ていました。

柳沢会員　 先月、長女が男児出産しました。ようやく初孫です。これからの成長が
楽しみです！！
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