入会して良かったこと！

例会をのぞきに来ませんか！
会員以外の方も例会（昼食の実費—約2 5 0 0 円・要）
に参加することは可能です。
毎月（3回）水曜日に開催し、例会時間は12時30分より13
時30分迄ですが、仕事の都合で遅れても構いません。
昼食会と会員卓話（ミニ講演） がその柱です。出席するこ
とで耳新しい知識や情報を得ることが出来ます。
異業種ロータリアンの専門分野の話題や年代を超えた興
味深い話も聞け、自分を高められる一時です。

クラブ・メンバーから聞いてみました。
国際ロータリー第2780地区第8グループ

平塚西ロータリークラブ

【 お入りになりませんか 】

ロータリーはそれぞれの職業を通して社会に貢献する
ことが基本とされています。その後押しするのが「例会」と
いう訳です。
其れ故、ロータリーでは「入りて学び、出でて奉仕せ
よ！」として「例会」を最も大切にしているのです。
入会希望の方、地域奉仕に御意見をお持ちの方、ロータ
リーに関心をお持ちの方等がいらっしゃいましたら御一
報下さい。
クラブ・メンバーみんなでお待ち致しております。
この幾会に私たちと一緒に活動しませんか。
入会金： ありません 会費は下記のとおりです
半期：130,000円×2回（但し2018年度中までに
新規加入される方は3年間に限り半額とします）

名称： 平塚西ロータリークラブ
事務所 所在地
〒254-0045 平塚市見附町 32-7
TEL ： 0463-33-1475 FAX： 0463-33-8676
Email ： office＠hiratsuka-w-rc.jp
URL ： http// www.hiratsuka-w-rc.jp
例会日 ： 毎月（3回）水曜日12 ： 30 -13 ：30
例会場 ： カルチャーBONDS 平塚

姉妹クラブ
第3740 地区 韓国西清洲ロータリークラブ
TEL · FAX 001-010-82-43-254-5712

バナーに寄せて
平塚七夕まつりは、昭和26年から商業振興策
として取り上げ、今日では平塚市の観光行事とし
て街くるみで行っておりますから、全国的にも有
名 な ま つ りと な り 、 今年で 67 回 を 迎 え まし た 。
平塚市の七夕まつりのシンボルとも云える、くす
玉飾りをデザインして、バナーといたしました。

色々ありますが、『クラブ会員はもちろん』他地区と
の新しい仲間との交流やつながりが共通して挙げ
られることがメリットと思われます。


胸のロータリー・バッチの力を知りました。
初対面の他クラブの会員とも、すぐに話が出来まし
た。
 ロータリアン同志·、仕事もスムーズに運びました。
 社会的な信用を得られました。
 すばらしい出会いがあります。
人生の良き師、良き友とめぐり合いました。
 まず、クラブが楽しいです。
より多くの知り合いが出来ました。
 今までにない交流の輪が広がり
自分の世界が広がり、視野が広くなりました。
 異業種のトップの集まりです。
色々な角度で物事を見る目を養うことが出来ます。
経営者同士の悩みや同業者には相談できないこと
も、利害関係のない本音のアドバイスを受けられま
す。
 困った時に、相談する人がいます。
 クラブの仲間です。融通がききます。
 日本全国に各業界において「雲の上の人」「憧れ
の人」「尊敬する人」 と思っていた方とのお近づき
や出会いが あります。（それだけロータリアンが多
いということです。）
 共通の価値観をもった者同士が、酒を酌み交わし
意見を言い合う事は、とても楽しく刺激があります。
 経営者の一員としての孤独感を和らげられます。
 得意分野を持っている人が沢山いて、いろんな事
を吸収出来ます。
 奉仕活動を共にして、笑顔が似合うようになりま
す。
 スピーチもそれなりに上手になり （汗）
 自分自身の人間形成・人生修業の場です。
 海外のロータリアンとも、共に行動が出来ます。
 ゴルフ同好会もあります。

平塚西ロータリークラブとは

ネパールのリゾート地ナガルコッタのホテルにて
（ヒマラヤ山脈が360度見渡せる景色の良いところです）

平塚西ロータリークラブ会員名簿
No

1

ロータリークラブとは自分を磨き・人を育て、個人として
クラブとして慈善行為、ボランティア活動などを行う世
界的な団体です。

２

平塚西ロータリークラブは平塚北ロータリークラブをス
ポンサークラブとして1976 年6 月 23 日に創立しました。
国際交流としては1978 年 12 月24 日韓国西清州RCと
姉妹関係を締結し現在に至っています。

地域活動では

姉妹クラブ韓国西清州RC:2016年 6月開催された当クラブ
40周年記念式典にも韓国から多数の会員が出席しまた。

1 9 8 4 年1 1月より今日まで平塚市少年野球連盟
北部リーグやくすのき杯を後援し、平塚市の少年
サッカーに対しても支援を続けています。
明日の未来を背負う子供たちが、スポーツを通し
て心身ともに健やかに成長することを願い、運営を
支援しています。

ネパールに学校建設
2003年5月30日に支援の調印をし、2004年11月1日に
開校し、その後も支援してきました。

1989年12月6日

新人会員だけの親睦会
A FRIENDSHIP BETWEEN JAPAN AND NEPAL
ヒマラヤ・アカデミー小学校
2008年11月

ネパール5 周年式典に参加

若葉会があり、ロータリーのイロハや分からないこと
が 気軽に聞くことが出来るフランクな親睦会です。
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会員名
山田 雅孝
山﨑 潔
平野 達雄
渋江 邦彦
近藤 勉之
吉川 寛巳
小玉 秀秋
大畑 直裕
久保田 守
成田 清
栁川 修
西村 泰―
縄島 清
曽根 良二
荒井 義光
瀬尾 光一
関□ 俊一
近藤陽一郎

菊池 良知
片倉 修
小泉 守
石塚 誠
佐藤 豊明
伊藤 延雄
伊藤 和彦
佐々木 武
齋藤 宙也
阿川 和信
栁川 克美
小網 嘉則
長谷川 清

事業所名
平安レイサービス㈱
（名誉会員）
(社福)大野福祉会
（名誉会員）
高砂産業(株)
吉川公認会計士事務所
(有)小玉設計事務所
(社福)伸生会
(医)久保田歯科医院
(株)NKY不動産
（有）栁商事
（有）東美プレート産業
（有）平塚石半
(社福)湘南曽寿会
荒井工業（有）
（有）瀬尾商事
（有）竹 ま ん
近藤陽一郎税理士事務所
菊池内科クリニック
(株)片倉工務店
(株)くるまる
(株)特別警備保障
匠建設(株)
（名誉会員）
伊藤社会保険労務士事務所
極東証券(株)
出田・齋藤法律事務所
住友生命保険相互会社湘南支社

(社福)平塚あさひ会
(有)湘南設備
（有）長谷川商事

