
- 1 -

★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）№３第２２４３回 例会 平成２５年７月１８日

■司会:原 千明 ■点鐘：百瀬 恵美子 ■合唱：手に手つないで

・７月25日：フォーラム・8月1日：相澤光春ガバナー公式訪問・8月8日：ゲストスピーカー◇プログラム

及川、小林、宮澤、石山、◇出席報告 ◇欠席者(7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) 9 56.25％ － － 斎藤(正）原卓、大藤さん２２４３回

19(16) 11 68.75％ 1 75.00％ 宮澤さん２２４１回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)

桐本美智子第8Gガバナー補佐(平塚)◇来賓：

吉 柳 恵子ガバナー補佐幹事(平塚)
キ リユウ

２０１３年度出席１００％のお祝い：◇

新宅文雄さん、片野一雄さん、河本親秀さん、

笹尾政儀さん、百瀨恵美子さん

出席１００％はなかなかできる

ものではありません。

皆さんおめでとうございます！

◇ひとこと 笹尾 政儀さん

政治家の視覚=ビジョン：

参院選挙が間近に迫っている

ので今日は政治家の視覚=ビ

ジョンについてひとこと

現在日本の政治家はどの様

な考えを持っているのか。自

民党政権下の歴代の首相は日

本をどういう国家にするのか

について多少なりとも明確なビジョンを持ち、なか

には象徴的なネーミングで的確に言い表す人もいた。

田中角栄氏の「日本列島改造論」、福田赳夫氏の

「安定成長経済論」、大平正芳氏(話の間にア－、

イ－、ウ－、エ－、オ－を入れるので有名)の「田

園都市国家構想」、中曽根康弘氏の｢戦後政治の総

決算｣などはその時々の日本が迫られていた課題に

応える政治家の決意を示していた。

総理の器量、首相の負うべき｢鎮魂の政治｣、首相

たる者は「努力の人」、「謙虚なる書生」又いつも

歴史に学びながら国の運命や国民の生命、財産のす

べてが自分の双肩にかかっているという責任感を強

く持つ事であるという。
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◇会長報告 百瀬恵美子会長代理

また今日から暑さが戻っ

て参りました。水分を沢山

とってこの夏を乗り切りま

しょう。

・桐本美智子ガバナー補

佐、吉柳恵子ガバナー補佐

幹事ようこそお出で下さい

ました。大磯RCの例会を楽

しんで下さい。

・皆勤賞受賞の河本、新宅、片野、百瀨、笹尾さん

おめでとうございます。

・昨日会長・幹事会がありました。各委員会のセミ

ナーの計画が目白押しにあります。 地区から案内

状が発信されると思いますので、各委員会の皆様出

席をお願いします。

・先週会長・幹事慰労会を開いて下さり有り難うご

ざいました。楽しい一時でした。皆さんへの1年間

の感謝の思いで一杯でした

・小諸ロータリークラブより、創立50周年記念式典

(10/5)のお知らせ(案内状配布)が参っています。今

月中に返事しなければなりません。本日と来週まで

に出席のお返事を頂きたいと思います。

◇幹事報告 守屋 紀忠幹事

・回覧：

青少年交換学生募集及び財団奨学生募集の 案内。

二宮、志木RC会報、活動計画書

・7月27日なぎさの祭典での｢ダメ・ゼッタ イ・キ

ャンペーン｣はメーキャップの奉仕 活動とするこ

とに決定。

◇委員会報告

：新宅IM実行委員長

IMの準備が他

グループはどん

どん進んで我々

は遅れているそ

うですので、こ

れからどんどん

進めて行きたい。

IMの会計は是非及川さんにお引き受け頂きたい。

タイトルは｢震災に学ぶ危機管理｣としたい。大磯

町役場の杉山参与（長く神奈川県の防災センターに

専門員として出向され4-5年所長に就任)から山村武

彦防災システム研究所所長（TVにも出演、理論でな

く現場主義の話をされる。講演1千回を超える）が

面白いのではと推薦を受けています。又平塚に住ま

いされている囲碁の木谷先生(門人から多くの高名

な碁士を輩出)の子息＝木谷正道氏で東大卒→東京

都職員→「NPO法人暮らしと耐震協議会」理事長。

平塚市に於いて住宅耐震工事の費用助成を熱心に平

塚市に働き掛けて実現された方。お金を掛けないで

耐震構造にする事を大変熱心にやっておられる。こ

の人も面白いと推薦を受けています。こういった現

場主義の人を頼みたいと考えています。

第8Gの各クラブから推薦された実行委員で来週実

行委員会を開き進めて参ります。大磯クラブは全員

が実行委員ですので、皆さんから是非アドバイス、

提案を頂きますようお願いします。

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

・桐本美智子ガ

バナー補佐（平

ロケ塚ＲＣ）：

ーションのすば

らしい大磯で、

今日はよろしく

お願いします。

今日・吉柳恵子ガバナー補佐幹事（平塚ＲＣ）：

はすばらしい眺めのいいホテルでの例会に、出席さ

せて頂きフレッシュな気持ちです。よろしくお願い

致します。

桐本ガバナー補佐様、吉柳地・百瀬恵美子さん：

区幹事様ようこそおいで下さいました。

桐本ガバナー補佐、吉柳地区幹・守屋 紀忠さん：

事本日はよろしくお願いします。

桐本ガバナー補佐ようこそ。本・河本 親秀さん：

日はよろしくお願い致します。

桐本ガバナー補佐の御来訪を御・笹尾 政儀さん：

待ちして居ります。

桐本ガバナー補佐ようこそ。・井上 浩吉さん：

桐本ガバナー補佐ようこそいら・新宅 文雄さん：

っしゃいました。吉柳ガバナー補佐幹事ようこそい

らっしゃいました。今年度ご指導の程よろしくお願

い致します。

桐本ガバナー補佐、暑い中クラ・片野 一雄さん：

ブ協議会にお出でいただきました。よろしく御指導

の程を願います。

桐本ガバナー補佐様、吉柳様・太田 知加子さん：

ようこそお越し下さいました。本日はよろしくお願

いいたします。

例回終了点鐘：百瀨会長代理
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：クラブ協議会

卓話:

桐本美智子第8グループガバナー補佐：

：相模小学校の校長先吉柳ガバナー補佐幹事紹介

生をなさっている時にお会い

しました。訪れた時に子供達

の挨拶がとても良くできる事

に感心しました。大きな画架

を持って行ったのですが子供

達が運んでくれるなど、素晴

らしいのでどんな校長先生か

なと思っていましたら女性の

先生で、以来大いに気が合って･･。体育館でお話し

た時みんなとても行儀が良くて、何故かメモを取っ

ている子もいました。教室に戻る時体育館に先生が

2列に並んでその間を生徒が通って行くのですがと

ても暖かくて他では見られないいい学校です。今教

育委員会に居られます。

今年のRIテーマは｢ロータリーを実践し みんな

に豊かな人生を｣です。ロータリーの価値観は奉仕

・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップであり、

ロータリアンはこの価値観に従って生き、地域社会

にこれらの価値観を広めようと努力するべき団体で

ある。そしてこのテーマを可能にするためには戦略

的計画が必要である。その戦略的計画はロータリー

を人道的奉仕を主たる活動とする企業としてとらえ、

ブランド力の強化によって公共イメージと認知度の

向上に当たる事であると述べられています。

RIの運営方針は(1)会員増強のため情報開示の迅

速性の向上によるクラブ情報の共有化の徹底。

（2）会員増強のため一層のクラブ親睦と研修の実

施、（3）会員10％の増強（4）会員全員参加型によ

る地域社会への貢献（5）クラブ運営のスタンダー

ドのボトムアップ＝30~40名の基礎創りに期待する.

とあります。

ガバナー補佐としてクラブ訪問の感想を地区に報

告する書類があり、ガバナー公式訪問の時に皆様の

計画があれば書き込みます。クラブからガバナーに

聞きたい事が有ればメモして持って行きます。

先日品川のプリンスホテルで全国大会がございま

して未来の夢計画についてニュースが有りましたの

でお知らせします。全世界の80％のロータリアンが

未来の夢計画は非常によいと言っており、その80％

が方法を理解したと言っており、更にその中の35％

が実践的には難しいと言っているそうです。成果を

持続する事により好況イメージが上がるのでＲＩは

凄く力を入れております。

リスボンの国際大会で私の隣に座った京都のガバ

ナーがアメリカのガバナーからフィリピンに夢計画

を立てた。日本は近いので一緒にやらないかと誘わ

れ、その場で承知したと話されました。それを聞い

て私は地区単位でやっては如何かと思いました。夢

計画は手続が大変なので、クラブは目的・計画を立

て、地区に提出すれば地区が条件に合うように書き

直し、英文にして申請してくれると言っています。

現在日本のロータリー財団は世界の七つの公益財

団の一つで理事長は千玄室さんです。ポリオ撲滅が

もう少しで出来るところなので今年度皆さんに40ド

ルの寄付をお願いするそうです。

ＩＭについては新宅さんという行動力のある方を

委員長に選んで下さって有り難うございます。私達

のクラブも出来るだけの事をさせて頂きます。

会長、各委員長より発表された強調点

：百瀨恵美子会長代理

1．会員増強は純増2名を目標。その為には例会の活

性化、多様化により楽しい例会を！、外部卓話を充

実する

2．新地区補助金プロジェクト｢大磯の二中学校に救

急救命キットを提供し、生徒に命の大切さを学ぶと

共に救命の知識と技能を身につけさせる｣の遂行。

今日町教育委員会に行き打ち合わせの予定。

3．Ｒ財団、米山奨学会の地区目標達成に努力する。

：新宅文雄奉仕活動委員長

1．限られた予算でも知恵と工夫を集結して有意義

な奉仕を企画実践する。

2．四つの奉仕活動計画を選択し、重点的に実施す

る。

3．教育委員会と連携して四つのテストから英作文

の懸賞論文募集を検討したい。
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守屋紀忠クラブ運営委員長：

１．外部卓話の充実：地域社会との関係性を高める

ため、地域自治体、地域活動諸団体より卓話者を招

きたい。

2．親睦はロータリーの中心の一つである。家族の

皆さんが積極的に参加できる楽しい企画を推進する。

3．広報活動に力を入れる。

4．会員増強を強力に進める。

：笹尾政儀出席委員

1．出席率の悪い人が出席委員になる方がよいので

は？

2．メーク・アップの奨励

3．出席は義務ではなくて権利である。

財団委員会(片野委員長代理原千明ＳＡＡ)：

資金の寄付とプログラム参加を通して支援する。

河本親秀長期計画委員長：

1．現在の会員数は19名であるが、25名の長期計画

目標は掲げ続ける。

2．東日本大震災支援プロジェクトをいわき鹿島Ｒ

Ｃと共同して進めたい。

3．大磯、国府中学校に対する米山奨学生による出

前教室の実施推進。

桐本ガバナー補佐講評：

アットホームな優しい雰囲気で活動も盛ん印象：

ですべて整っているのに少人数で惜しいなと思いま

した。出席率が低くてびっくり。ロケーションが良

く、クラブの人達も優しいのでメークアップしたら

ほっとするので、皆さんにメークアップして貰いた

いと思う。皆様とてもフレンドリーで居心地良かっ

た。

ガバナー公式訪問について質問／要望

:今までは職業を持っていなくては会員新宅さん

資格がなかったのに今回の規程審議会で職業がなく

てもよい、家庭の主婦でもよいと言う事になったと

聞いてびっくりしました。僕らはロータリアンとし

て誇りを持って変な事をしない、ちゃんとした人間

同士の集まりと思って来た。ただの集まりであるな

ら老人会だって同じじゃないか？何処が違うのか？

入会の垣根が低くなり、規約もだんだん緩めにな

って行く．遂にそこまで来てしまったのかという感

じがする。ガバナーが来られた時にお話をお伺いし

たい。

:「ロータリー財団の夢計画」の夢につ河本さん

いて大いに語って欲しい。今まで夢計画といいなが

ら、手続と管理についての話ばかりが強調されて、

計画立案・実践のモチベーションが盛り下がってい

る。是非夢を語って欲しい。

閉会の言葉:百瀨会長代理

最期まで熱心な意見を有り難うございました。桐

本ガバナー補佐、人数が少なくて申し訳ありません。

ガバナー公式訪問の時には大磯ＲＣ此処にありと皆

で盛り上げて参りますので宜しくお願い致します。

終了


