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第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆ロータリーソング 〜我らの生業〜
◆ 委員会報告
◆卓話【平塚ロータリークラブ
桐本美智子様】
◆友好ナイト 〜懇親会〜
乾杯 誕生祝い 結婚祝い ゲスト紹介 余興

国際ロータリー 本年度テーマ

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 〜我らの生業〜

◎ 幹事報告 【近藤幹事】
本日は、友好ナイトということで、おいしい食事と飲み物等楽しんでいってください。

◎ 会長挨拶 【三富会長】
本日はオープン例会として例会見学を目的に会員の友人知人の方にお越しいただき
ました。例会内容を体験してロータリー雰囲気を味わって頂き当クラブのイメージ

を感じて頂けたらと思います。本日はご多様なところ安藤木材社長の安藤様・日本
画家で平塚倫理法人会会長の内山様・社会保険労務士の岩本様、に平塚湘南ロータ
リークラブにお越しいただきました。ありがとうございます。
三富会長

また卓話として平塚ロータリークラブ会員でパストガバナー補佐・桐本美智子様に

今回出版されました詩集『三十六面体』のエピソードやロータリーの活動経験等を
お話していただきます。文藝春秋から本を出版されることはとても名誉なことと伺っ
ております。

テーブルに２〜３冊詩集をお持ちいただきました。１５００円です。桐本様のご厚
意で売り上げはすべてスマイルへ寄付されると伺っております。桐本様感謝申し上
げます。

話は変わりますが８月１９日土曜日に行いました、踊ってみよう日本舞踊、習って
みよう和の作法のイベントで湘南ケーブルが取材に来られていました。８月２２日
オンエアーされましたが皆さん見られましたか？

本日は湘南ケーブルの柏手社長にお願いして DVD を用意頂きましたのでご覧くださ
い。２~３分の内容です。

それでは夜間例会楽しんでください。

◎ 委員会報告
【会計報告

細野会員】

スマイルが少ないと奉仕活動の原資が足りません。皆さん頑張ってスマイルにご協
力をお願いします。目標は１００万円です（笑）詳細は表を参照してください。

細野会員
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桐本美智子様

この度、文藝春秋より詩集「三十六面体」を発刊されました。その出版記念として、
当クラブへお越しいただきました。心よりお祝い申し上げます。

【桐本美智子様プロフィール】

１９４０年東京雑司ヶ谷生まれ、三人の息子を持つ、現在は夫と二人暮らし。

１９８０年子育てが一段落した後、美術作家・人形作家・詩人として活動開始。
救護施設でボランティアとして三十五年、「指で描く絵」の指導を続ける。

元日本美術家連盟会員、横浜ペンクラブ会員、平塚ロータリークラブ会員、日
本作家クラブ常任理事、野村胡堂文学賞予備選考委員、元神奈川県立教育セン
ターガラス絵講師。

独自に工夫したガラス絵をはじめ、詩歌、創作人形など、活動は多岐にわたり
高く評価されている。

詩集「３６面体」

「男の方にはひとつの魂しかないのです。其れは力強くたくましいものですが、時に

は非常でさえあります。でも、女には、沢山の魂があるのです」これはトルストイの『ア

ンナ・カレーニナ』に出てくるある婦人のセリフですが、「女を表していて実に妙」
な言葉だと思います。複雑な魂は女にとってある意味では辛いことかもしれないけ

れど、柔軟性に満ちており、人生に華やぎをもあたえてくれています。私は絵描き
でありますが、絵を描くときは「絵の中には詩を」と思っていますし、「詩の中には
自分の哲学を」と思って創作しています。

今回自分の中にある三十六面体を出して詩集を作りました。いろいろ

な私が出て

きますが、私自身の中にはまだまだいっぱい、いろいろな私がいます。八十六面体
以上あるのかもしれないと思っています。ひとつの詩を読み終わった後、読んでく
※本の表紙は桐本様の
ガラス絵です。

〜懇親会〜

ださった方の中に余韻が残っていてくださるとありがたいと思います。そしたら、
私はもっと書き続けられます。

後記より

◎司会 【吉田会員】
◎乾杯 【真道会員】
私の家には桐本さんの作品が、ガラス絵が 2 枚、ラベンダーの作品が 1 枚在ります。
そして、前作の「理子物語」も読ませていただきました。夫への愛が感じられました。
今日は「友好ナイト」です。楽しんでいってください。

◎ 誕生祝い 【小沢会員】
真道会員

誕生祝有難うございます。私事ですが、明後日、目白の椿山荘で息子の結婚の親族
顔合わせがあります。どんな方たちか楽しみです。これからも副幹事として頑張り
ますので、よろしくお願いします。

◎スマイル報告 【曽我会員】
会員１４名

１９，０００円

桐本様より書籍販売分１８，０００円をスマイル頂きました。有難うございました。
小沢会員

◎ 出席報告 【笠原会員】
会員４１名

出席義務者３９名

出席２５名

出席率

６４．１％
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◎結婚祝い 【笠原会員】

〜懇親会〜

結婚生活は３２年になりました。付き合ってから３７年になりますが、奥さんから
レストランをやりたいということで、５月から始めました。よろしくお願いします。

◎ゲスト紹介
【平塚ロータリークラブ

西村

様】

今日は桐本さんが卓話をされるということで、参加させていただきました。職業は
美容研究家をやっております。椿オイル美容法の普及に尽力しています。又、お目

笠原会員

にかかりたいと思いますので、よろしくお願いします。

【安藤木材社長

安藤

哲史

様】

最近、反省することが多々ありまして、ある女性ばかりのセミナーで、多く言われ
るのが、女性にもてたかったら「源氏物語」を読みなさいという話で、「源氏物語を
どんな女性を相手にしても幸せにすることを心がければ良いのに男性は源氏物語を
読まない。私もそれに気が付きました。いろいろな処でいろいろなことを勉強すれ

平塚ロータリークラブ

西村

様

ば自分も持てるようになると思うので、これからもいろいろご指導宜しくお願いし
ます。

【日本画家

内山

徹

様】

倫理法人会の会長をやらせていただいています。安藤社長よりご連絡いただきまし
て、桐本さんの卓話という事で、参加させていただきました。
かれこれ２７年くらい前に上野の東京大学を卒業いたしまして、「平山郁夫」先生や

安藤木材社長

安藤

哲史

「加山又造」先生にご指導いただいて風景がを描いていました。ずっと海の絵を描い

様

ていましたが震災後に描けなくなり、今は朝日の風景とか富士山とかいろいろ描い
ています。横浜で展覧会をやっておりますので、よろしくお願いします。

【社会保険労務士

岩本

直人

様】

生まれは平塚、富士見町です。東京のある大学へ行きました。
３８の時に一念発起して、社労士を開業いたしました。今、５３歳です西真土で、
仕事をしています。細野先生にいろいろご紹介を頂き、この中にも何社かの方とお

日本画家

内山

徹

付き合いさせていただいています。今後も何かありましたら、よろしくお願いします。

様

◎余興
【曽我会員 関口会員 小沢会員 田中会員 西村会員 長谷川会員 真道会員】
素敵な歌声を有難うございました。

◎閉会の挨拶 【黒柳会員】
今日は桐本様有難うございました。私は理科系の人間ですから詩は読んだことがあ
社会保険労務士

岩本

直人

様

りませんでしたが、今日の為に読み始めました。なかなか心に入ってこなかったの
ですが、読み進むうちに行間に世界観が生まれ映像が生まれてきました。「私の愛し
た人」皆様是非、帰ったら読んでみて下さい。心の綺麗な人ならきっと何か感じる
はずです。
今日は、ゲストの皆様有難うございました。湘南ロータリーはこれ以上でもこれ以
下でもありません。よろしくお願いします。

黒柳会員
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〜懇親会〜

◎スマイル報告
平塚ロータリークラブ

桐本

美智子

様

今日はチャンスを与えて下さり有難うございました。又、花火大会では
大変ごちそう様でした。皆様のやさしさに感謝致します。
三富会長

桐本様平塚湘南ロータリークラブへようこそお越しくださいました。本
日の卓話宜しくお願いします。

近藤幹事

桐本さん卓話よろしくお願いします。

芦川会員

桐本さん、ようこそ！！本日は宜しくお願いします。詩集｛三十六面体｝
楽しみに読ませていただきます。

黒柳会員

桐本さんようこそ。楽しいお話をお願いいたします。安藤さん、岩本さ
ん楽しんでいってください。

小泉会員

本日は桐本さんようこそいらっしゃいました。先日古木会員と大磯の遊
泳禁止区域で水遊びをしていました。台風の影響で波が荒かったです。
その時マジで溺れそうになり古木会員に手を差し伸べてもらい命拾い
しました。浜について初めて「助けてー」と言いました。パニックで
した（泣）

佐藤会員

黒柳増強理事、水越増強委員長、本日は力足らずで申し訳ございません。
今週は軽く人間不信です。桐本様卓話楽しみです。

真道会員

ゲストの皆様ようこそいらっしゃいました。ゆっくりお楽しみください。

曽我会員

先日の土曜日「あっぱれ！中井盛り上げ祭り」応援有難うございました。
テレビ出演も無事に終わりました〜！！！

高橋会員

桐本様卓話よろしくお願いします。

長谷川会員

桐本様

本日の卓話よろしくお願いいたします。

原 ( 康 ) 会員 安藤様、岩本様ようこそいらっしゃいました。桐本様卓話よろしくお願
いします。
水越会員

卓話、桐本様よろしくお願いします。

匿名希望様

前立腺の数値が 5.1 になりました。来週、病院に行ってきます。

古木茉吏様

今日は会長から℡を頂きまして本当に久しぶりに出席しました。やはり
例会の雰囲気はいいものですね。

