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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 鈴木 勝 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 守屋 紀忠

（晴）№１第２２４１回 例会 平成２５年７月４日

■司会:原 千明 ■点鐘：百瀬 恵美子 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・７月11日：直前会長幹事慰労会、新会員歓迎会 ・７月18日：桐本ガバナー補佐公式訪問◇プログラム

)◇出席報告 ◇欠席者(5名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率

19(16) 11 68.75％ － － 及川、小林、宮澤、石山、原卓さん２２４１回

19(16) 10 67.58％ 2 75.00％ 百瀬、宮澤さん２２３９回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(2名)

◇新会員入会式

※大藤 勉さん
おおとう

※職業分類：信用金庫

※職業：中南信用金庫 常務理事

：おめでとうございます。百瀨会長代理

（会長によるバッジ着用、手続要覧等贈呈）

◇ひとこと 笹尾 政儀さん

二宮尊徳と言えば薪を背負い本を読みな二宮尊徳：

がら歩く銅像が目に浮かぶ。幼くして両親を失った

尊徳は早朝に起きて山に薪をとりにに行き、昼は野

良仕事、夜は縄をない、その間寸暇を惜しんで本を

読む勤倹力行の理想像である。尊徳の真の偉大さは

社会活動家として野州桜町領の財政再建に当たった

時、河川の度重なる氾濫による田畑の流失や厳しい

年貢の取り立てのため、農民はやる気を喪失してい

た。尊徳は百数十軒の農家を尋ね廻り、農民の心と

生活の実情を理解し、再建計画を立て、資金を無利

子で農民に貸付け、治水灌漑工事の労賃を借金返済

の一助として10年が経過した時、以前九百六十俵で

あった収穫が何と三千俵になった。

尊徳の、農民が先ず自立心や自発心を持つ事を重

要視し、農民に働く意義と喜びを知らしめて貧困か

ら救うという考え方に、心から敬意を表したい。

◇会長報告 百瀬恵美子会長代理

新年度が始まりました。鈴木会長の代役として、

もう少しおつき合いお願いします。

・先週の納会大変楽しく、和やかにできました有り

難うございました。

・大藤さん入会おめでとうございます。どうぞ宜し

くお願いします。

・今朝鈴木会長にお会いしてきました。昨日退院さ

れたそうですが大変お元気でした。

食事も刺激物以外はよいとの事でです。一日も早

い復帰をお待ちしています。

・本日頂いた地区ガバナー月信には本年2780地区ガ

バナ相澤光春様の等身大のお姿が載 っています。
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・7月28日のなぎさの祭典で配るダメ・ゼッタイ・

キャンペーンのうちわを差しあげます。

・本日はクラブ協議会です。各委員長さん宜しくお

願いします。

・原さんロングビーチの券沢山頂き有り難うござい

ます。有効に使わせて頂きます。

・例会後モロキニにて理事会を行います。

◇幹事報告 守屋 紀忠幹事

本日より1年間せわしない食事をする事になりま

した．宜しくお願いします。

1．湘南よさこいまつり2013協力のお礼状。

2．2012/13年度会員移動：入会1名、退会4名。7月1

日会員数18名、7月4日19名。

3．平塚RCより食事時間の変更のお知らせ。

4．ガバナー月信、ロータリーの友配布

5．回覧＝ロータリー財団ニュース、NPO法人アマダ

のアマダダイジェスト

6．直前会長・幹事慰労会を7月11日18時松月にて開

催します。

7．なぎさの祭典16:30現地集合。黒シャツ着用の事

◇委員会報告

今までのGSE(研究グループ交換、☆片野一雄さん:

1965年スタート)が今期から専門職の交換に変わり

ます。日本でGSEが始まって数十年になりますが、

当地区の最初のGSEメンバーに現防衛大臣小野寺氏

が居られます。彼が要職を退いたら講演会をやりた

いとという話があります。彼の父はストックホルム

駐在の参謀で多くの情報を送ったが大本営ですべて

握りつぶされた。その為に日本が負けたという話が

あります。

7月1日、東京で開催された全☆河本親秀さん：

日本の新年度ガバナー、PDG、DGE、DGN、懇談会(出

席者は約400名)で同じテーブルの隣に座った方と名

刺交換しましたら、何と「いわき中央RC」の鈴木喬

二PDGでした。奇遇に驚いて去る4月に「いわき鹿島

RC」と姉妹提携をした経緯など話しました。鈴木PD

Gは小野さんとは親しい方のようで、一度小野さん

に会いに行くと言っておられたのですが、一昨日小

野さんから電話があり、今日は朝畑仕事をし、昼か

らは大雨で家で篠笛を吹いていたら鈴木さんが来ら

れて、東京での事を聞きましたとの事でした。鈴木

さんが電話に出られて今日自宅に訪問して小野さん

の知らなかった一面を知りました(篠笛を吹かれる

事)と大変喜んで居られました。ロータリーの出会

いは楽しく嬉しいものですね！！

ロータリー日本百年史編纂:

2020年は日本ロータリー設立100周年になるので

百年史を編纂するための編纂準備委員会が設立され

ました。メンバーは歴代のロータリーの友委員長、

ロータリー文庫委員長、ロータリー米山記念財団委

員長、ロータリー日本財団委員長、歴代RI理事など、

日本のロータリーを代表する顔ぶれが揃っています。

私も2005年度R文庫委員長として加わっています。

編集専門委員がいて、各委員に約二時間のインター

ビューをして、残すべき歴史を引き出すとの事です。

最高齢は九十五歳、「早く来てくれないと居なくな

るかもと」言う冗談話も出ましたが、2020年は私も

九十歳ですのでこの世に居ないかも知れません･･

･？。3年間準備して編集委員会に改組する予定との

事です。

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

皆さん、今日は、大藤さん・百瀬恵美子さん：

ようこそ大磯ロータリーへ

百瀬、及川長ク前会長幹事１年・守屋 紀忠さん：

間ご苦労さまでした。百瀬さんにはひきつづき 会

長代行よろしくおねがいします。

本年度第１回例会おめでとうご・河本 親秀さん：

ざいます。守屋幹事さん私達も出来る限りの宜しく

お願いします。大藤さんご入会おめでとうございま

す。心より歓迎致します。

大藤さん入会おめでとうござい・笹尾 政儀さん：

ます。

大藤さんようこそ・井上 浩吉さん：

大藤さんよろしくお願い致します。・新宅 文雄さん：

新年度 例会をお祝いします。・片野 一雄さん：

鈴木、守屋ペアーの御活躍をお祈りし 百瀬、及川

さんおつかれさまでした。

去る６月２６日に父が８５歳で・原 千明さん：

旅立ちました。ただ、ただ 感謝の一言であります。

井上さんお誕生日おめでとう・太田 知加子さん：

ございます。お身体に気をつけて 益々の御活躍を

よろしく お願いいたします。大藤さん 入会おめで

とうございます。

※今日は９名のスマイルボックスでした。

皆様にはお知らせを控えさせて☆原 千明さん:

頂いたのですが先月二十六日に父が八十五歳で亡く

なりました。八十歳を過ぎた頃から葬儀は家族だけ

でやってくれよ言っていましたので、家族だけでし

めやかに行いました。4年くらい施設に入っており

まして元気ではあったんですが、最期一ヶ月くらい

悪くなってきて、周りの方に有り難う、有り難うと
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言うようになってきてどうしたのかなと思っていま

した。最期の三日位非常に悪くなりましたが苦しむ

事もなく穏やかに旅立ちました。八十五歳と言う事

で大往生だなと思っています。自宅から三十メート

ルくらいの所にお寺があり、生前にお墓も買ってお

り、段取りよく見事かなと感じまして家族でしめや

かに送らせて貰いました。クラブからは御霊前を頂

き有り難うございました。四十九日が過ぎるまでは

静かにしていたいと思います。

◇クラブ協議会
司会 百瀨会長代理

活動計画書に基づき

会長のクラブ運営方針の発百瀨恵美子・会長代理：

表。

黒子に徹して会長を補佐する。少守屋紀忠・幹事：

人数であるので諸行事には全員参加で和気藹々の中

で1年間運営して行きたい。

：本年度｢会員の発言中は静粛にする｣原千明・SAA

をテーマとして取り組む。発言の時は発言を、人が

発表している時は静粛に。メリハリを付けて例会の

規律を守りたい。

プログラムについて。守屋紀忠・クラブ運営委員長：

：出席はロータリーの原点。笹尾政儀・出席担当委員

出席する事によって色々情報が入りロータリーの理

解が進むし、人との交流が出来る。最近メーキャッ

プをする人が非常に少ない。他クラブに出席する事

は非常に参考になるのでメーキャップを奨めたい。

：姉妹クラブ活動百瀨恵美子・姉妹クラブ担当委員

計画書の通り実施して行きたい。

楽しく齋藤正淳・親睦・ロータリー家族担当委員:

なければロータリーではない。夜間例会に出られな

い方が居られるので、昼間美味しいものを食べなが

ら雑談できる会を催したいと思います。

どうぞ皆太田知加子・スマイルボックス担当委員:

様に楽しい事がありましたらスマイルボックスでお

知らせ下さるようお願いします。

：クラブで目玉となる奉仕活動のあ雑誌・広報・IT

る時は平塚の新聞記者クラブに取材をお願いするよ

う働き掛ける。クラブホームページの更新を目指し

(原 卓委員に代わり河本会報担当発言)たい。

：星さんが退会されてがっ河本親秀・会報担当委員

くり、会報担当者の後継者育成を心掛けます。今年

は写真担当に太田知加子さんをお願いしました。笹

尾さんのひとことに加えて齋藤ドクターのつぶやき

を定期的にやって頂く様お願いします。「ひとこ

と」との調整について話を進めたい。

：平塚法人会の会員が井上浩吉・会員増強担当委員

全盛期8千人だったのが今は半減しているとか。大

磯は個人事業が多く、ロータリークラブには入り難

い状況。会員を辞めさせない努力が大切。頑張って

3人入れたい。皆さんのご協力をお願いしたい。

井上会員増強委員長の原千明・会員選考担当委員：
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指導を頂きながら務めたい。

：宜しくお願いします。大藤勉・職業分類担当委員

：計画書の通り進めた笹尾政儀・クラブ研修委員長

い。

：有意義な奉仕活動をし新宅文雄・奉仕活動委員長

たい。職業奉仕は｢スマート・アグリ｣、３Dプリン

ターの職場見学をしたい。

社会奉仕は計画書通り。

：情報化が進み世界が片野一雄・国際奉仕担当委員

小さくなって来た。「ロータリーでみんなに豊かな

生活を」を目指して活動したい。

財団委員会の仕事は突き詰片野一雄・財団委員長：

めるとプログラムの実施と寄付集めをスムースに行

う事に集約されると思います。

：今年はいよいよ百瀨恵美子・ロータリー財団委員

新地区補助金を使って両中学校に救急救命訓練実習

を行います。地区財団寄付目標は一人当たり200ド

ル、他にポリオ撲滅寄付40ドルで、是を目標にして

行きたいと思います。

：昨年度は目標一人当河本親秀・米山記念奨学委員

たり2万円のところ1万円にとどまりました。今年は

2万円を目標に皆様のご協力を得たい。米山月間に

は話の上手な卓話者を呼びたい。

：一度会員数は16名に落河本親秀・長期計画委員長

ち、23名に上がり、また19名にと上昇・下降を繰り

返していますが会員数の長期目標は25名を変えずに

掲げました。

2009年に始めた大磯運動公園のサクラ植樹は2011年

で終わりました。そこで花見例会をするのが念願で

すが、未だに十分な開花が見られません。来年こそ

はと願っています。大磯小学校の異文化理解授業の

支援を続けたいと思います。いわき鹿島RCと組んで

東北大震災支援活動を続けたい。


