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合    唱 ：「君が代」「奉仕の理想 」             司会：永森忠仁会場監督担当理事 

ゲ  ス  ト： 

誕 生 祝 い：7/1 新倉裕明さん、7/10 林 啓之さん。 

奥様誕生祝い： ございません。 

  

第2515回 例会                                  2022年 7月 5日 

新会長基本方針                               平塚北ロータリークラブ 

                                         会長 相原 美紀 

 

改めまして、今年度、会長を仰せつかりました 相原美紀です。 

今年度の方針発表をさせて頂くのですが、皆さまの前で話すことに未だなれず、平成24年に初めて話した新会

員卓話で頭が真っ白になるほど緊張したことを思い出します。 

10年程の月日が経ちましたが成長できてないことを改めて実感しております。 

しかし、ロータリークラブに入ったことによって、多くの出会いに恵まれ、地域での輪を広げることができた

ことは、人見知りの私にはとっては大きな成長だと言えると思います。 

このように、自身を成長させてくれた我がクラブの発展に微力ではありますが協力できたらと思っております。

皆さま、どうぞよろしくお願い致します。 

今年度のクラブテーマは「～Have a good time again～ 楽しい時間を再び」としました。 

2年を超えるコロナ禍によって人と会わない生活に慣れてしまい、 

会うことによって育まれてきた様々な思いが失われてしまったように感じます。ロータリー活動もその一つだ

と思います。 

楽しい時間を共有することによって友情が生まれ、それが奉仕に繋がる。 

奉仕を通じて友情が深まり楽しい時間を共有することができる。 

そんな“あたりまえ”のロータリー活動ができるようイメージし実現するために団結したいと考えています。 
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今年度は、コロナ禍によって失われてしまった、積極的に参加できるロータリー活動を取り戻したいと思って

おります。 

そこで、ロータリーの基本・五大奉仕のひとつであるクラブ奉仕を中心に考えていきます。 

コロナ禍によって、休会、イベントの中止・縮小など 様々な制限がありました。 

自粛生活によって、あたりまえがあたりまえではなくなり、生活が大きく変化しました。 

自粛生活も初めの頃は、早く外食したいな、遊びに行きたいな、などと思っていましたが、出かけないことに

慣れてくると、出かけることが面倒になってしまったように思います。 

このようなことも一つの要因かと思いますが、最近の例会では、出席率が50％を下回ることもあり、何とも寂

しい気持ちになりました。 

そこで、まずは例会に少しでも多くの会員に出席してもらえるよう、楽しみながら出席してもらえる例会を三

つ考えてみました。 

一つ目は、月一回のイブニング例会および夜間例会の開催 

イブニング例会は時間が18：30点鐘となるだけでアルコールの提供はない、通常の例会と同じ形になります。 

しかし、夕方になると気分的にはリラックスタイムとなりますので、なごやかな雰囲気で行っていくことがで

きます。 

そこで、イブニング例会では通常の卓話だけではなく、会員がお互いのことを知る機会を作るためテーブルミ

ーテイングを行います。 

私自身も入会して約10年が経ちますが、先輩方の職業についてなど知らないことが結構あるな・・・と感じて

います。 

自分より後から入会された方は新会員卓話で聞いて、知っていることもありますが、新規事業をはじめたり、

最近上手くいったことだったり、様々なことがあると思います。 

そんな、近況報告や良い奉仕が思いついたなど、ざっくばらんに話しをする機会を作りたいと思います。テー

ブル毎に1人、３分～５分程度で順番に自身のことを話し、お互いの理解を深めたいと考えます。 

仲良く話し、楽しい時間を共有できることで例会に行くのが楽しみだと思って頂けたらなと思います。 

また、19：30には例会が終わりますので、そのまま飲みに行く、マージャンやカラオケなどの同好会活動をす

るなど・・・例会終了後も楽しい時間を過ごして頂くことができると思います。 

そして、夜間例会で行うことが多かった新入会員の歓迎会もアルコールありで再開していきたいと考えます。 

二つ目は、誕生日の方への特別デザートです。 

いくつになっても特別な日である誕生日。バースデーソングと共にケーキでお祝いしたいと思います。 

また、ケーキの準備のため、出欠確認をさせていただきますので、例会出席の呼びかけにもなり、しばらく休

んでしまっている方には出席するきっかけになってくれたらと思います。 

三つ目は、9月の創立記念を1泊の移動例会としてお祝いしたいと思います。 

昔は泊りで親睦行事をやっていたと、何度も聞いたことがあります。 

私が入ってからは一度もありませんが、他のクラブで行っている泊りの行事を聞くと単純に楽しそうでいいな

ーと思っていました。 

コロナ禍によって減ってしまった親睦活動ですが、寝食を共にすることによって、一緒に楽しめる仲間として

の絆を深めていきたいと思います。 

以上のように楽しめる例会を行い、楽しい時間を共有することはとても重要なことだと思いますので、今年度

は親睦活動に力を入れ会員同士の絆を深めることに重きを置くこととしました。 

ここ数年、行うことができなかった例年のイベントをはじめ、同好会活動も再開し、楽しみながら参加してい

ただける機会を増やしていきたいと思います。 

そして、会員同士もっと互いのことを知り仲間としての絆を深めて頂けると嬉しいです。 



 

 

 

 

このようなことがクラブ奉仕のひとつであると考えると、やはりロータリークラブは奉仕が基本となる団体な

んだなと改めて感じます。 

楽しむことができるクラブには、人が集まってくると思いますし、楽しい仲間が増えれば、更なる奉仕活動へ

と繋がることでしょう。 

一石二鳥、いえ一石三鳥くらいになるのではないでしょうか？？？ 

次に、相原清年度にご縁をいただいた、自立支援施設（きらり）での奉仕活動を具体化し、引継いていけたら

と考えております。 

同じ目的を持ち、知恵を出し、汗を流す、そして色々な思いを感じる。そんな奉仕活動から得られるチームワ

ークや感動は、私たちの絆を更に深いものにしてくれるはずです。 

また、このような奉仕活動がきっかけになりロータリークラブに対し、興味を持ってくれる方が増えてくれた

らといいなと思います。 

そして、仲間になりたいと思ってくれる人がいたら最高ですよね。 

今年度、女性初RI会長となったジェニファーE・ジョーンズ会長はテーマを『イマジン ロータリー』としまし

た。多様性、公平さ、インクリュージョンの重要性を理解し、あらゆる多様な会員が活動に参加し能力を発揮

することでロータリーは変化に適応し改革を成し遂げられる。 

生涯にわたる友情こそが目的意識と熱意を生み出し地域社会への奉仕へ繋がると述べられていることからも、 

時代に合わせ柔軟に対応できるクラブ作りを、考える時期にきていることを改めて感じています。 

今年、3 月に行われた会長研修である PET に参加した際に、ロータリーは、「はい」か「YES」か「喜んで」だ

よ・・・ 居酒屋店員のような掛け声を楽しそうに話してくれた研修リーダーがいらっしゃいました。 

家に帰ってからなんであんなに楽しそうに言えるのか？ 

かなりのパワハラ発言なのでは？時代錯誤なのでは？と疑問に思い考えました。 

昔は親や先生、先輩などに言われるとなんでも「はい！」と答える、嫌とは言えないのがあたりまえで、パワ

ハラどころか、体罰すらしつけとして認められていた世の中でした。 

私自身も親や先生に殴られて育ちましたが、今そんなことをしたら警察に通報されることになるかも知れませ

んね。 

これは、まさしく時代の変化ということなのではないでしょうか。 

私なりの解釈で、変化に対応した考え方をすると、「YES」と言わされているのではなくて、「YES」と言いたく 

なる環境、人間関係などを作っていくことなんだと思います。 

協力してくれた人に頼まれたら、自然と協力したいとの思いになります。 

そんな互いのことを思いあっていくことこそ、私が考えるロータリーのあり方です。 

長い年月やってきたことを否定するのではなく、時代に合わせた解釈をすることで、変化に適応し柔軟に対応

できるクラブになると思います。 

そうすることで、50 周年を経て、新たな 50 年を刻んで行く、平塚北ロータリークラブとしてのたすきを次に

繋げて行くことができるのだと思います。 

未熟なところも多い私ですが、皆さまにご協力いただき、笑顔溢れる平塚北ロータリークラブを目指して1年

間尽力して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

お聞き苦しいところが多かったと思いますが、何とか皆さまに方針発表をさせて頂くことができ、今夜からは

ぐっすり眠ることができそうです。 

ありがとうございました。 

 (本日)7月5日（火）                  出席免除会員 6名在席 

会員数 出席対象者 出席数 出席率 メークアップ 修正出席率 

36    30   17（4）  61.8％     名    ％ 



 

 

 

        

        前年度相原清会長・平山英代幹事、新年度相原美紀会長・山田 裕幹事 

    

       相原 美紀 会長                  山田 裕 幹事 

  

               お誕生日祝い＝林 啓之さん 

 

相原美紀会長のもと、今年度のクラブテーマ「Have a Good Time Again ～楽しい時間を再び～」で 

 クラブを盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 例会終了後、理事役員会がございますのでお残り下さい。 

 7/12の例会は、クラブ協議会、各委員会の計画発表となります。担当理事におまかせしますので、 

 ご準備をお願い致します。 



 

  

                                                                                                                              

 
◎相原美紀さん＝いよいよスタートです。今年度の方針発表、頑張ってやりたいと思います。 

◎山田 裕さん＝相原美紀年度、最初の例会で幾分緊張していますが、楽しい一年となるよう頑張って 

        いきます。よろしくお願いします。 

◎相原 清さん＝一年間、大変お世話になりました。美紀新会長のご健闘をお祈り致します。 

◎平山英代さん＝美紀さん、頑張ってください。先日、有志ゴルフで賞品頂きました。 

◎林 啓之さん＝相原美紀会長年度になりました。今年一年無事に事業が進むことを祈念します。 

        役員の方々もよろしくお願い致します。 

◎梅原謙司さん・真壁佐一さん・櫻田敬さん・米澤松文さん・比企武さん・根岸君代さん・苅谷政夫さん 

栗原幹樹さん・神保由樹さん・長谷川英男さん＝美紀ちゃん頑張って！清君、お疲れ様。 

◎田中賢治さん＝相原美紀会長・山田幹事、一年間よろしくお願い致します。出席できるよう頑張ります。 

◎八日市屋敏雄さん＝相原年度が続きますが、美紀年度の順調なスタートをお祈り致します。先日のコンペ 

          で優勝させて頂きありがとうございます。 

◎藤岡邦計さん・中村 豊さん＝相原美紀会長、頑張ってください。 

◎國年洋子さん＝美紀会長・山田幹事、一年間よろしくお願い致します。与えて頂いた役割をしっかり 

果たせるよう努力いたします。 

 ◎親睦有志ゴルフ＝6月28日梅雨明けゴルフとなり、一番若手の國年が14番ホールでリタイア申し訳あ 

          りませんでした。ちなみに13番ホールはパーでした。八日市屋会員、優勝おめでとう。 

 

7月5日スマイル合計額は26,080円でした。   


