
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

いつまでも、暑さが続きます。 

この暑さは牛にも影響があるようです。体調を悪く

する牛がいるそうです。体調が悪化しなくても水を

飲み過ぎて味に影響が出る場合があるそうです。 

猛暑の頃に出荷された牛を熟成させる場合は気を

つかうと、知合いの肉屋さんがいっていました。 

今日はすき焼きのお話をさせていただきます。 

すき焼きの関東風と関西風の違いです。違う点の主

なものを二つだけ挙げますと、 

味付け 

・関東は割り下を使う。 

・関西は割り下を使わず牛脂を使い、醤油と砂糖で

味をつけていく。 

葱 

・代表が深谷・千住です。 

・関西は青葱・代表が九条です。 

溶き卵につけて食べるのは共通しています。 

日本で「すき焼き」が食べられるようになったのは、

幕末を過ぎた頃からです。江戸時代までの庶民は牛

肉を食べることは一般的にはありませんでした。牛

や馬は大切な労働力であったため、食べるとバチが

あたると信じられていたようです。 

明治に入り文明開化の波がやってくるのに伴い、

庶民の間に肉を食べる文化が一気に広がります。 

関東では横浜で、関西では京都で初めて「すき焼き」

を提供するお店ができました。 

その時、横浜では「すき焼き」ではなく「牛鍋（ぎ

ゅうなべ）」という名前でした。そして、横浜の牛鍋

が関西に普及するにつれて両者ともに「すき焼き」

と呼ばれるようになっていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛鍋屋に、新しいモノ好きの文士・福沢諭吉等の「肉

食のすすめ」 

・散切（ざんぎ）り頭を叩（たた）いてみれば、文

明開化の音がする。牛肉を喰らふと文明開化の味

がする・・・ 

書生を連れ、牛鍋をつついていたようです。 

当時の肉は、どこから取寄せた肉だか、殺した牛

か、病死した牛やら、そんな事には無頓着で牛は随

分硬くて臭かったようです。福沢諭吉が書生を連れ

牛鍋屋に行ったのは、滋養強壮というよりズバリ安

く飲めたからだと思います。当然くさみを消すため

に味噌で味付けをしていました。 

４年前の瀬尾年度の時、横浜の「太田縄のれん」

さんで味噌で煮込んだ分厚い牛肉をいただきまし

た。ごはんと合い、美味しかったですね。 

社長がボルドーの赤ワインを提供してくれました。 

すきやきの話をいたしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 20９3回 2020年 9月 16日（水）☀ 

 総会員数 計算対象数 出席会員数 今回出席率 メークアップ 修正出席率 

30名 30名 21名 73.33％ 0名 8/26 56.67％ 
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第 1班 村尾班長 
 

３つのテーマについて話しましたが、すべてに共通
するということで、主だった意見等をかいつまんで、
報告させていただきます。 

 
１．貴方はどんなクラブにしたいですか？ 

〇明るく楽しいクラブにしたい。毎月の例会に来
るのが楽しみ。 

〇メンバーが活き活きクラブ活動に参加してい
る。→ご家族含めてクラブのイベントに積極的
に参加したいと思えるようなクラブ。 

 
 

２．楽しいクラブとは・・・・どんなクラブですか？ 
〇例会、特に卓話は重要。 
〇メークアップがほとんどない。 
〇平塚にある５つの RC（平塚、平塚北、平塚西、

9/18平塚南/平塚市長、平塚湘南）の例会スケジ
ュールや卓話の内容など、情報連携して、メー
クアップしていく。→卓話の予定表。 

 
＜課題＞ 

〇例会もほぼ座る席が決まっていて、同じ人とし
か喋っていない。 

〇第８グループの行事など、積極的に参加するこ
とが重要。 

 
 

３．クラブの大きな夢を語って下さい 
 
〇クラブのメンバー皆が、一つの方向に向かって
まとまる。つまり、社会貢献、地域貢献、奉仕
プロジェクト。やはり、平塚をよくする。地元
を強くする。平塚市（保健所）と連携。 

 
① 感染防止（コロナ、インフルエンザ等） 
② 災害対策（大風、水害）…ハザードマップに

沿った対策 
③ 健康増進 
④ 子育て支援、教育（人口減少を食い止め） 

平塚市の人口は、製造業を中心とした産業
の集積や大学の立地、土地の有効活用など
により増加を続けてきましたが、平成 22年
（2010年）11月の 26万 863人をピークに
減少傾向に転じています。 年齢３区分別の
推移をみると、年少人口（15 歳未満）は、
緩やかに減少を続け、生産年齢人口（15〜
64歳）は、平成７（1995）年をピークとし
て減少傾向に転じています。 老年人（65歳
以上）は増加。  

・国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、
今後は加速度的に人口減少が進み、平成 52（2040)
年には約 22 万６千人にまで減少するとされてい
ます。 この国立社会保障・人口問題研究所の推計
を基に、本市独自で平成 72（2060）年までの 
人口を推計すると、昭和 50（1975）年以前と同じ
レベルの人口にあたる約 18 万１千人（平成 22
（2010）年比 31％減）程度になると見込まれます 

 
・第 15回湘南国際マラソンでは、「災害時の給水シ
ステム」 

・RCメンバー全員が参加して、「小田原車両里帰り
プロジェクト」のような地域活性化への貢献が出
来ると、クラブも盛り上がりますね。 

 
＜参考＞ 

小田原（小田原駅～箱根板橋）を走り続け引退した「チンチ

ン電車」を故郷・小田原での保存を目指す「小田原ゆかりの

路面電車保存会」の活動が加速している。 

小田原市内を走り続けた路面電車のモハ 202号。 

1956（昭和 31）年 5月 31日、小田原～箱根板橋間営業廃止

まで元気に走り続け、「チンチン電車」と呼ばれ市民に愛さ

れていた。その後、長崎電気軌道（長崎市）に譲渡。 

現役車両として長崎市内を走り続けていた。長崎電気軌道に

は 72 両の車両があり、このときの車両番号は「151 号」。

2018年に引退するまで元気に働き通した。 

引退したチンチン電車を故郷の小田原で保存するよう活動

を始めたのは、小田原市内でカフェ「ケントスコーヒー」を

経営する平井丈夫さん。小田原の魅力を多くの人々に知らせ

案内する「まち歩きガイド」の活動も推進。 

「小田原から来た 151 号（小田原ではモハ 202 号）が、長

崎でも元気に走行していることを知った。併せて、引退の時

期も近いことも知った。『これはふるさとの小田原に帰って

くるのが一番良いはず』と思い活動を始めた」と話す。難題

だった設置場所も決まり、次の大きな課題は資金調達。 

現在、READYFORを活用してクラウドファンディングに挑

戦している。平井さんは「多くの方の協力でここまで来た。

202号をふるさと小田原に里帰りさせたい。ぜひ協力を」と

呼び掛ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2班 寺島班長 
 

会食を含めた会合に、久しぶりに参加させてい
ただきました。会長ご馳走様でした。 
2班の参加者は 6名で、ソーシャルディスタンス
も保たれ、美味しい食事をいただきながら、3つ
の議題について、楽しく活発な意見交換をさせ
ていただきました。 
では、1つ目の議題「貴方は我がクラブをどんな
クラブにしたいですか？」について、お話しし
ます。 
1言でいいますと、活気のある楽しいクラブに

◆ 前期情報集会報告 ◆ 



したく、より親睦を深める事業に力を入れたい
です。これからの、家族会や家族での事業要望
について主に話し合い、色々と具体的な案が上
がりました。特に釣りの話しで大変盛り上がり
ました。 
今回は、コロナ影響により、残念ながら家族

会等を中止やまたは延期せざるを得ない状況と
なりましたが、今後も積極的に行事を起案し、
皆で参加しましょう。私もぜひ、参加したいと
思いました。 
次に、２つ目の議題「楽しいクラブとはどん

なクラブですか？」についてですが、今までゴ
ルフや少年野球、サッカーの開会式に参加しま
した。ゴルフの参加者は、16人程と聞いていま
す。もっと沢山の方に参加して頂けますよう、
その他に、同好会（旅行）の企画をし、船をチ
ャーターし乗り合いで、いか釣りやキス釣等が
面白いのではないかと言う案がでました。 
今後も、1つの目標を作り、それに向かって皆
で集まり、わきあいあいと楽しく過ごしましょ
う。また、お昼の例会時の席が固定しているよ
うですので、時には席を変え色々な方と触れ合
えたら更にいいですね。そこで、例会時に情報
集会のようなテーマを決めて、テーブル毎での
話し合いや意見交換等、一つのテーマにそって
話し合う、そんな形をとっての例会も面白いの
ではないかと思います。わきあいあいと、言い
たいことの言えるそんなクラブにしていきたい
です。 
そして、3つ目の議題「クラブの大きな夢を、

語ってください。大風呂敷を広げてください」
についてですが、まずは会員増強 40人目指し
て、積極的にお声かけしていきましょう。 
では、具体的にどのような方にお声かけしたら
いいのでしょうか。身近な仕事関係等でお付き
合いのあるお知り合いの方から声かけしていき
ましょう。そして、女性会員の募集をし、社長
の奥様にもお声かけしてもいいですね。 
今後も積極的に会員の輪を広げ、ガバナーの補
佐ができるよう、延いては、当クラブからガバ
ナーをだせるよう、活発に取り組んでいきまし
ょう。 
最後に、例会をはじめ各行事に参加し、皆さ

んとの交流や親睦を更に深めていき、一人でも
多くの新会員を迎えられますよう、更に楽しく
ユーモアのある活気のあるクラブでの活動を目
指していきたいと思います。 
2班の報告は以上となります。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3班 近藤直樹班長 
 

 

議題 
①貴方は我がクラブをどんなクラブにしたいです
か？     

②楽しいクラブとは・・・・どんなクラブですか？ 
③クラブの大きな夢を語って下さい。大風呂敷を広げ
てください。思いつくまま書きだしてください。 
    
第１班の出席が３名であったため、１班と３班にて

合同で行うこととなりました。事前に３班の『平塚西
ロータリークラブの会員満足度アンケート』の回答を
もらっていたため、それを数値化して発表しました。
アンケート結果にて最終的なものは後ほど山田長期
計画委員長より報告があるそうなので、３班の意見が
出た部分のみご報告いたします。   

 
まずは本クラブの会員満足度は 80％以上が『ある程

度満足をしている』とのことでした。 
『全体的には和気藹々と仲良く楽しみですが、例会の
ときの座る席がいつも同じなので、くじびきで毎回違
う席にするのも、新たなコミュニケーションがとれる
のではないか？』という意見もございました。 
     
会員・例会・雰囲気についてですが、『活動参加への

呼びかけ』、『新会員に対しての打ち解けられるような
配慮』に対しては『あまりそう思わない』という回答
が多く、少し考えるべき点があるように思われました。
      
例会については『会員の交流に充てる時間』、『職業

のネットワークづくり』、『主題の多様さ』が『あまり
そう思わない』という回答が多く、もう少し改善が必
要なのではないかと思われます。『食事や飲み物』の満
足度は、かなり高評価でございました。 
 
奉仕プロジェクトについては、プロジェクトを通じ

て『世界または地域社会に貢献している』『奉仕プロジ
ェクトへの参加に意義がある』と思う方がかなりの割
合を占めている反面、『社会奉仕プロジェクト』の数が
少ないのではという意見が多かったです。一方で『災
害時の募金等の対応が遅く感じる』『近隣クラブは病
院等への寄付が早かった』等の意見もございました。
      
本クラブのコミュニケーションと対応については

『会員からの意見やアイデアを積極的に募っている』
という項目が 80％を超える方が『あまりそう思わない』
『そう思わない』でした。  
    
会員であることの価値については『会費を支払う価

値があり、色々な経験やクラブ内外についての人脈づ
くりができる』という意見が多かったです。 
     
クラブの参加に関しては『クラブの活動/プログラム

に頻繁に参加している』と自信をもっては言える方が
少なかったのですが、ほぼ全員の方が『当クラブを誇
りに思う』ということに驚かされました。 
     
費用に関しては全般的に『ちょうどよい』という意

見が多かったです。なかでも『スマイルボックス』に
ついては３班のアンケート提出者全員一致で『ちょう
どよい』金額ということでした。  
    
以上のアンケート結果を前提に色々なことをざっ

くばらんに話をさせていただきました。 
その結果として    
  



『自分自身が積極的に動き、色々な行事に積極的に
参加することによって、平塚西ロータリークラブの会
員であることに皆が誇りを持ち、楽しい仲間を増やし
続けていくこと、平塚でロータリークラブに入るなら
平塚西ロータリークラブがいいよね！と思われるよ
うな、また数年後には会員数５０名位になれるような 
魅力あふれるロータリークラブにして行きたいで
す！』      
以上 ３班班長 近藤直樹の報告を終了させてい

ただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
山田長期計画委員長よりアンケートのまとめ発表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊清水裕様（平塚 RC） 

 
 
 

◆ ビ ジ タ ー ◆ 



 
 
 

●2780地区より● 

＊地区大会のお知らせ 

 本年度地区大会は、1日開催とします。また参
加者は会長・会長エレクト及び幹事にご案内を
限定させて頂きます 

 日 時：10月 18日（日）  

13：00~14：00登録 14：00点鐘 

14:25~14:50 会長・幹事会                 

15:05~15:30  本会議     

16:10~16:30 各種表彰 16:41点鐘 

場 所： 鎌倉芸術館 鎌倉市大船 6-1-2   

 

＊第 7回 日台ロータリー親善会議 福岡大会 開
催中止のお知らせ 

これまで 2 度に渡り開催日を延期し、2021

年３月の開催を目指して検討を進めていまし
たが、今後の状況改善が見えない現状を踏ま
え、3月の福岡大会開催は中止せざるを得ない
との判断に至りました。 

 

＊第 49 回ロータリー研究会 第 2 部オープン・
フォーラム開催について 

 今回の第 49回ロータリー研究会は、Ｚoomの
ウエビナーによるオンラインの形での開催と
なりました。第２部ではドイツのクナーク RI

会長とライブで繋げ、オープン・フォーラムを
行います。今回新たに第２部からクラブ会長と
もご参加いただけます 

日 時：11月 25日(水) 20：00～ 

申 込：10月 6日(火) 

 

●平塚南 RCより● 

＊例会のご案内 平塚市長卓話です 

日 時：9月 18日(金) 12：30～ 

場 所：平塚プレジール 6階 大山の間にて 

申込み：本日中に事務局 清田まで 

 

 

 

 

＊ガバナー月信 

＊ハイライトよねやま 246号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栁川修会員 

 

 

 

◆清水裕様（平塚 RC）◆ 

  平塚 RCの清水です。 

本日は宜しくお願いします。 

◆関口会長◆ 
清水様、お世話になっています。本日はメーク
アップにようこそお越しくださいました。 
各班長さん、情報集会発表、山田長期計画委員
長、アンケートのまとめ発表宜しくお願いしま
す。そして未来の当クラブの長期計画を練り上
げていきましょう。 
9/19、成田財団委員長財団セミナーの参加、そ
してご報告宜しくお願いします。 
栁川会員、結婚記念日おめでとうございます。 
栁川ブドウのおいしさは、私の舌が味を覚えて
いました。ありがとうございます。移動例会で
すが楽しみは先に延ばしました。開催する時は
宜しくお願いします。会員一同、いや、家族会
員共々この先、宜しくお願いしたいです。 

◆栁川修会員◆ 

 結婚祝ありがとうございます。多分 33 年にな
るかな…私も我慢強くなりました。これからも
人生我慢の精神でガンバリます！ 

◆大畑会員◆ 

 妻の誕生祝ありがとうございます。 

◆近藤直樹会員◆ 

 妻への誕生のお花ありがとうございました。 

 ◆山田会員◆ 
結婚記念日を迎える栁川さん、おめでとうご
ざいます。 
平塚クラブの清水さん、ようこそおいでいた
だきました。 
前回のノミンさんへの支援、多勢の皆様の温
かいご協力に感謝です。国際委員会の事業で
したが、全て久保田さんにお任せでありがと
うございました。 

 ◆久保田会員◆ 
  私事ですが、母(久保田貞子)は去る 9月 4日、

92歳の生涯を閉じました。葬儀は新型コロナ
ウイルス感染症防止の観点から、9月 6日に
家族葬にて行いました。ここに生前のご厚情
に深謝し、謹んでご通知申し上げます。  

◆成田会員◆ 

 栁川さん結婚祝おめでとうございます。 

 清水さんようこそ。 

 政局も安倍さんから菅さんに代わりました。コ

ロナも早く終息して欲しいですね。 

◆平野会員・吉川会員・小玉会員・近藤(陽)会員・
小泉会員・片倉会員・石塚会員・伊藤会員・齋
藤会員・佐々木会員・小網会員・長谷川会員◆ 

栁川さん、結婚記念日おめでとうございます。 

清水様、ようこそお越しくださいました。 

各班長さん、本日の情報集会発表よろしくお願い
します。 

 

 

 

 

◆ 次 回 例 会 ◆ 

9 月 23 日(水) 財団セミナー報告 

 

◆ ス マ イ ル ◆ ◆ 幹 事 報 告 ◆ 

◆ 結 婚 祝 ◆ 

◆ 受 理 ◆ 


