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TEL：0463-61-1111

会：毎週木曜日

会 長

12:30～13:30

鈴木 勝

大磯プリンスホテル

会長エレクト

守屋 紀忠

第２２５６回
■司会:原
◇プログラム
◇出席報告

千明

■点鐘：新宅 文雄

・10月26.27日：地区大会
例

会

例会

会員数 出席数

幹 事

守屋 紀忠

平成２５年１０月３１日 （晴）№１６

■合唱：それでこそロータリー

・10月31日：ゲストスピーカー伊藤延雄地区Ｒ財団委員長
出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(7名)及川、小林、宮澤、片野

２２５６回 19(16)

９

50.00％

－

２２５４回 19(15)

８

53.33％

１

◇ゲスト：2590地区より河本ＰＤＧのゲスト
・青山京子さん：

FAX：0463-61-6281

アキヨシ

(第2590地区故青山彰義パストガバナー夫人)

－

石山、太田、原卓さん

60.00％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)宮澤さん

◇ひとこと
落雷に注意： 昔から
地震・雷・火事・親父

・中村近宏さん：(川崎ＲＣ)

として恐れていなが

・寺尾三樹夫さん(横浜鶴峰ＲＣ)

ら、茨城のゴルフ場で

・長門はるみさん：

松の木に落雷があり、

(2590地区拡大･増強委員長、川崎高津南ＲＣ)
・長門隆彦さん：(川崎ＲＣ)

笹尾 政儀さん

ゴルファーの三人が感
電死した。雷の時木の下は避けよと古くからの教え

・伊藤延雄さん：（地区財団委員長、平塚西ＲＣ）

◇結婚記念日祝

であり、恐らく急な雷雨を避けて雨宿りのつもり
だったのでしょう。ゴルフ場の避難勧告や中止命令
が遅すぎたのか、避難小屋が遠かったのか、芝生や
バンカーに伏せろと言われるが、これは勇気が要る。
アメリカなど年間千人ものゴルファーが落雷で感
電死傷者があるようです。落雷は積乱雲と大地の間
に多量の電気が一時に流れる現象だから、ゴムカッ
パやゴム底靴も役に立たず、時計など金属を身体か

齋藤正淳さん(10/28)
笹尾政儀さん (10/25)

ら離しても無意味という。昔からへそを隠せと教え
たのは低姿勢をする、蚊帳に入れも家の真ん中だか
ら理にかなう。然し若い人は蚊帳を見たこともない

香華：新宅文雄さん=

でしょうね・・。

結婚記念華10/15=に代

◇ゲスト紹介：河本親秀さん

えて

大磯クラブ例会に一度に5人のメークアップは10
数年ぶりかと嬉しく存じます。
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私の親友であった同期のガバ
アキヨシ

青山京子さん

8ヵ所巡礼して参りました。天気

の好い日は3日位

ナー故青山彰義さんご夫人はじ

しかなかった。後は曇っ

たり雨が降ったりで難儀

め、青山さんと親しくされてい

なツアーでした。

る2590地区の4人のロータリア

歳から83

ンがお出で下さいました。我が

廻

2780地区が1989年、2590地区か

二人居られました。聞くと四国病だと,

ら分離独立した時、我が地区に

病みつきになっちゃう、私は俗

は青少年交換のノウハウを持っ

かりませんが、心が洗わ

20人が1台のバスに、年齢は33

歳まで,男女は半々でした。中に88ヵ所

りを50回以上した人がいました。25回以

1回行くと

人で、そこまで分

れてメンバーの中には最

た方がいなくて、この委員長を命ぜられた私を手取

期の霊場では自然

り足取り指導下さり、問題が起こると夜昼関わりな

流して止ま

く飛んできて下さるなど、頼りになる兄貴分として

々々

お付き合いさせて頂いたのが、当時2590地区青少年

いあげています。これは宗派に関わらない

交換委員長をされたいた青山さんでした。以来親し

から覚えて下さいといわれたお経も

くしておリましたところ1996-97年度のガバナーに

又の機会にお話しします。

奇しくも同時に任命され、共に励んだ中でしたが、

◇幹事報告

残念ながら10年前に癌で亡くなられてしまい、友人

・皆さんの前にオリ

代表で弔辞を読ませて頂きました。以後毎年2590地

ーブの香りというお

区の地区大会には青山さんの面影を思い描きつつ出

菓子

席して参りましたところ、今日のような事になった

ますが、これは新宅

次第です。

さんのお土産です。

◇中村近宏さん挨拶：

・今日は地区財団委
私達は敬愛する

上が

に石畳に跪いて、涙をぽろぽろ

らない方もいらっしゃいました。毎日

お経をあげますが、多いお経は300回ぐら
お経だ

ありましたが

守屋 紀忠幹事

が置いてあり

員長伊藤延雄さん卓

青山ＰＤＧの門下

話宜

しくお願い致します。

生(ロータリーと英

・我がクラブのホームページが久しぶりに更新され

会話の)で、青山さ

ましたのでご覧下さい。

んと親しかった河

・例会変更：平塚西ＲＣ、寒川ＲＣ

本ＰＤＧも大好き

・ロータリーの友配布

な 方 です 。 10月 19

・小諸ＲＣ50周年記念式典に出席したお礼状を送り

日の2590地区大会で河本ＰＤＧとお会いして、是非

ました。

大磯クラブ訪問をと今日のメンバーに声かけをした

・いわき鹿島・大磯姉妹クラブ締結記念例会特別会

ところ、全員直ちに賛同して参った次第です。今後

報が出来ましたので配布しました。

ともご厚誼の程宜しくお願い致します。

・横浜・川崎地区からお出での皆様ようこそ！

◇会長報告
1．25日、26日地区大

◇委員会報告
☆河本親秀さん：

会参加の礼状を回覧

1．10月20ひ星槎大

し

学創立10周年記念式

新宅 文雄会長代理

ます。

2．10月10日大磯宿場

典が新横浜プリンス

まつりに参加お願い

ホテルで行われ、出

します。なお9日に

席して来ました。宮

は草刈りなど準備作

澤会員の建学の精神

業

がありますのでお手伝いお願いします。今

は宿場まつり20周年になりますので、
クラブは落語を提供していまし
唖蝉坊の歌を披露しよう

年

がよく出た楽しく素晴らしい式典で、感銘を受けま

今まで大磯

した。中崎大磯町長も来ておられました。詳しくは

たが、今年は添田

又の機会にお話ししたい。

という事で進めています。 2．23日にハワイ・ワイアナエ・コーストＲＣ会員

3．例会後理事会を開きます。
4．私事になりますが10月14日から25日ま

の奥さんのKay Baxterさんと横浜でお会いし、バナ
で四国8

ーとカレンダー＝毎年一般から写真を募集し、入選
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した写真を使って月カレンダーを創り、販売してそ

っしゃいました。５人のビジターは初めてでうれし

の資金をチャリティに使う＝、会報、会員の写真＝

く思います。

会員数は50名くらいですが集まるのは20人くらいだ

・新宅 文雄さん：結婚祝でない「お花」ありがと

そうです＝を頂きました。。

うございます。

3．当地区の森洋ＰＤＧが福島2530地区大会(いわき

・守屋 紀忠さん：財団委員長、伊藤延雄さん卓話

市で開催)のＲＩ会長代理で出席される事になった

よろしくお願いします。結婚記念日、笹尾さん斎藤

ので、今年4月の我々のいわき鹿島ＲＣとの姉妹ク

正淳さんおめでとうございます。

ラブ締結の経緯と来年の第8グループＩＭに震災の

・河本 親秀さん：ゲストの５人皆様、本当によう

語り部を派遣してくれることになっている話をしま

こそお出て頂きありがとうございます。心より歓迎

した。森ＰＤＧは我々が江名・永崎小学校を訪問し

申し上げます。（あとは例会でご紹介）

た時のガバナーでもあるので、良い情報を貰った、

・笹尾 政儀さん：六十六回目の結婚記念日を迎え

地区大会の会長歓迎晩餐会の席で披露したいと言っ

て、美しい花束を頂戴し誠に有難く、感謝し、感慨

てくれました。アメリカのＩＡＣが集めてくれた5

無量です。

千ドルがこのように繋がると言う事は滅多にないな

・斎藤 正淳さん：結婚祝い有難うございました。

いことなどで大変喜んでも呉れました。(いわき鹿

５０年迄は口うるさい女房だと思ってましたが、

島ＲＣの小野さんに通報済み)

５０年を過ぎろと どうなりますか

4．大磯クラブのホームページが新しく生まれ変わ

楽しみです。

りました。これからは会報も掲載しますし、卓話の

・百瀬 恵美子さん：笹尾さん、斎藤ドクター御結

音声も聞けるようにしますので、皆さん是非ご覧に

婚記念日おめでとうございます。伊藤地区財団委員

なって下さい。

長さんよろしくおねがいします。

5．いわき鹿島ＲＣとの

未知の世界が

合同例会会報が大変遅れました。写真を捜したり、
テープ起こし等で手間取り、今日になりましたお詫
び致します。

☆スマイルボックス

井上 浩吉さん

・伊藤延雄さん
（地区財団委員長
平塚西ＲＣ):本日

◇卓話
◆◇◆奉仕を実践して 豊かな人生を◇◆◇
地区財団委員長 伊藤 延雄さん

はお世話になりま
す。

・中村近宏さん(川
崎ＲＣ)： 先日河本
パストガバナー様、当地区、地区大会に出席いただ
き、そのお礼に伺いました。今後共御指導よろしく
お願いいたします。

・長門隆彦さん(川崎ＲＣ)： 本日は、おじゃま致
します。川崎ＲＣが休会の為メイキャップさせてい

下記補助金活用方法のお話以外に地区大会研修リー

ただきます。

ダーセミナーにおける杉谷卓紀ＲＩ

・長門はるみさん(川崎高津南ＲＣ)：今日はお世

理事エレクトによる職業奉仕の実践の話、二宮金次
話様になります。河本さん宜しくお願いいたします。 郎の盥の水の話など、「ロータリー=奉仕=を実践し
・寺尾三樹夫さん(横浜鶴峰ＲＣ)：本日初めて伺
て豊かな人生を」のＲＩテーマに則った卓話があっ
いました。すばらしい例会場でロータリーを勉強さ
せて頂きます。

た。

記

アキヨシ

・青山京子さん(第2590地区故青山彰義パストガ
バナー夫人)：
・新宅 文雄さん：伊藤延雄財団委員長ようこそい

(1)地区は（ＤＤＦ）地区財団資金の50％までを地

らっしゃいました。ビジター５名の方ようこそいら

支払われ、その後地区からクラブに振り込まれる

区補助金として毎年申請出来ます。年に1回地区に
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(但し奉仕プロジェクト実施クラブに限る)
・事業分野はクラブと地区の裁量です。
・地元地域社会でも海外でも実施出来ます。
・使用管理表、収支管理表、会計明細書、領

収書

を地区でも保存する。
・時々無作為に地区に対し財団本部から監査

があ

ります。
・ＤＤＦのみでＷＦ(国際財団活動資金)は使

えま

せん
(2)グローバル補助金は、ＤＤＦ(地区財団活動資
金)又は現金寄付に対するロータリー財団のＷＦ(国
際財団活動資金)からの上乗せ支給(マッチング)に
よって資金が賄われます。ＷＦからの上乗せは、Ｄ

記念撮影

ＤＦに対しては100％(同額)、現金寄付に対しては5
0％(半額)
となります。ＷＦからの上乗せ支給額は最低15,000
米ドル、つまりプロジェクトの予算は最低30,000米
ドルとなります。
6つの分野(優先事項)
・平和と紛争予防又は解決
水と衛生
上

・母子の健康

・疾病予防と治療

・

第２２５５ 例会
※地区大会に振り替え

№１５

・基本的教育と識字率向

・経済と地域社会の発展

(3)パッケージグラント
パッケージグラントではロータリーの戦略パートナ

◇出席報告

ー(協力組織)とロータリーにとって予め活動の大枠

例

会

会員数 出席数 出席率

が定められており、活動内容はグローバル補助金と

2255回

19(16)

19

類似しています。(重点分野との一致、奨学金、人

2253回

19(16)

10

道的プロジェクト、職業研修チーム)。

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

修正出席率

100.00％

－

－

62.50％

１

68.75％

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)宮澤さん

パッケージグラントでは、ロータリアンの独自の
才能とエネルギーを生かして、プロジェクトの実施
に当たります。ロータリアンの役割は次のようなも
のです。
・地域のニーズ調査・プロジェクトによる恩恵の特
定・専門能力や奉仕の提供・職業研修を受ける専門
職業人チームの募集と編成・活動の周知と広報・プ

10月26日：会長・幹事会、
研修リーダーセミナー
ＲＩ会長歓迎晩餐会
10月27日：本会議
大懇親会

ロジェクトのモニタリングと評価
（内容は後日発行の地区大会報告書にて）
「地区からのお願い事項」
補助金を必要とする奉仕プロジェクトを予定され
ておられるクラブは8月と翌年の2月を開催予定して
おりますセミナーのどちらかに必ず出席して下さい。
各クラブより最低１名とします。有効期限は１ロー
タリー年度だけです。
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