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■合唱：それでこそロータリー

◇プログラム ・2月1日：第8グループIM ・2月13日：笹尾 政儀さん、理事会 ・2月20日：宮澤 保夫さん
◇出席報告

例

会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名)小林、宮澤、石山、太田

２２６６回 18(16)

10

62.50％

－

２２６４回 18(16)

10

62.50％

１

◇ビジター

－

斎藤（正）、原卓さん

68.75％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名) 宮澤さん

◇おめでとうございます

・倉持美智子さん(伊勢原平成RC）

誕生日祝：

・エリザベス・ターナーさん（ヤルタRC）

新宅文雄さん

◇ひとこと

(1/29）

笹尾 政儀さん

都知事選に因んで： 今 度の

誕生日祝い

都知事選が始まって、16名と

有り難うご

いう多くの人が名乗りを上げ

ざ い ま す。

ました。立候補者は300万円

昨日77才喜

の供託金を納めて、有効投票

寿になりま

数の一割以上の票を獲得出来

した。だん

なければ没収されます。それ

だん先輩に近づきつつあり、あと3年経てば80才に

でも候補者は何とか頑張って

なるのかナー、先輩皆さんはお元気で矍鑠とされて

いるので、これだけは真似をして行きたいナーと思
ある候補者の話を聞いてみますと供託金は痛いが、 っています。

おります。

先ず候補者全員が各新聞紙上に顔写真が掲載されま

表彰

す。そして選挙公報に自説を開陳できて、テレビの

マルチプル･

政見放送にも出演でき，又街頭で気兼ねなく自由に

ポールハリス

演説が出来ること等を思えば何と嬉しい事かと。=1

フェロー２

5人が落選する訳で何人かは供託金を没収されるで
しょうが、こんなに沢山の人が出るなら私もと思い
ますが･･･=街頭で自由に話が言えない国もある中で
こういう事ができるのは日本人に生まれた幸せを実
感しますと言っていました。
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守屋紀忠さん

◇会長報告

百瀬 恵美子会長代理

円(1月と同じ)
4．湘南7RC親睦ゴルフ会開催案内

今日は！昨日ハワイ
から帰ってきまし

日

時:26年3月24日(月)

た。ハワイ土産が好

場

所:箱根湖畔ゴルフコース

評で、重い思いをし

スタート:8:28
5．雑誌受領:ザ・ロータリアン誌

て持ち帰ってきて良

◇委員会報告
☆河本親秀さん：
かった！ 時差呆けで体
調は良く ありませんが、
2月1日のIMに合わせて
進んで行きたいと思います。
・先週のIMの打ち合わせご苦労様，有り難

うござ

いました。
・今日もIMの打ち合わせを致します。各自

分担を

認識して頂き皆さんで大成功を収めたいと思います
ので、よろしくお願い致します。
・ 今日からロ ータリーの演
台が新しくなり今

週のIM

・先程会長から話されたレールダル･メディカル社

に 間に合わせ る事ができま

のリーフレットの原稿は教育委員会･学校当局の認

し た。

可が必要で，近日中に同社担当者の古舘拡美さん

新し い演台で気持

ち を新たに例 会をして行

(古舘パストガバナーの子息の夫人)と同行して許可

きたいと思います。

を貰いに参ります。(2/6に百瀨会長･河本が教育長

・ ポールハリ スフェロー受

にお会いしてお願いしました)

賞のメダルが来て

いま

・回覧しました4人家族の写真入り新年挨拶状は23

す。守屋さんポイント2，大

年前に大磯RC推薦の財団奨学生赤井駒子さん（アメ

堀さんポ
ハ

イント4，太田さん、宮澤さんにポール

リスフェローが贈られました。おめでとう

ご

ざいます。
(レールダル・メディカル社作成原稿)が
学校へ配信されると思われ

シ

駒子さんの祖父は大磯RCのチャーターメンバーです。

できてき

・今年グローバル財団奨学生に選ばれた大磯推薦の

チラシが全国の

高谷紗帆さん=1月8日から国境なき医師団に参加し

ます。大磯クラブの大

てアルメニアへ結核感染予防プロジェクトに参加さ

ました。回覧します。このような

喜ばしい事と思います。

・齋藤ドウクターが昨日，ガードレールをま
損ねて足と腰に怪我をされて当分欠席
絡がありました。1日も早い回

◇幹事報告

らのものです。駒子さんは大磯40周年の時にアメリ
カから大きな卓上生け花を送って下さっています。

・国府中学校での心肺蘇生を学ぶ授業のチラ

きな広報になるので

リカ人と結婚されて駒子・ホワイトロー･赤井） か

れています=からのメール：「わたしはアルメニア
たぎ

するとの連

に来て2週間がたちました。慣れないことばかりで、
毎日おろおろしながら、なんとか働いています。」

復をお祈りします。 この秋英国に留学する前に見聞を拡げるために国境

守屋 紀忠幹事

なき医師団に参加された事にガバナー事務所の担当

1．確定申告用領収

者が感激されています。

書(米山記念奨学

・今日ビジターでご出席の エリザベス･ターナーさ

会)配布。

んは元青少年交換で日本に来られて日本が好きにな

2．例会変更：寒

り，ウクライナに帰られ大学を卒業して日本に来ら

川、平塚南RC

れたそうです。倉持さんは元平塚西クラブ会員から

3．2月のロータリ

転籍された方で、私が分区代理の時にお知り合いに

ー レ ー ト 1 ド ル 1 02

なった方です。
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☆スマイルボックス

井上 浩吉さん

ＩＭ最終打ち合わせ

・倉持美智子さん(伊勢原平
成RC）：皆さんこんにちは、本

進行：新宅文雄ＩＭ実行委員長

当にお久しぶるです。メ―キャ
プは13～14年前でしょうか？本
日は宜しくお願い致します。

・新宅 文雄さん： 喜寿の誕
生日です。先輩を見習って自
己完成に努力くします。倉持
美智子さん、エリザベスターナーさんようこそ

・百瀬 恵美子さん：新宅さんお誕生日記念日おめ
でとうございます。

・守屋 紀忠さん：新宅さん誕生日おめでとうござ

最新の進行表に基づき確認：

います。

・役割分担

・笹尾 政儀さん：新宅さんお誕生日祝おめでとう

・テーマ垂れ幕，案内立て看板

ございます。

・進行要領=合同例会、ＩＭ一部・二部･講

・河本 親秀さん：新宅さん誕生日おめでとうござ

・友愛コーナー

います。倉持さん、エリザベスターナーさんようこ

・舞台転換と名札の貼り替え

そ、心より歓迎します。

・寄付の贈呈形式

・井上 浩吉さん：新宅さん誕生日おめでとうござ

・東日本大震災支援金ボックス

います。

・シャトルバスの大磯駅発時間の確認

演会

ホテル発時間の確認

☆エリザベス･ターナーさん：

・平塚ＦＭ放送などのコンタクト

皆様今日は！沢山歓迎

・懇親会次第

の言葉有り難うございま

・アトラクション

す。皆さんとても親切と

・花は咲く、手に手つないで

思います。皆さん何かウ

以上

クライナの事で質問あり
ますか？

例会後横断幕（垂れ幕）の設置作業及び会場の設営

･･･今 お国 は大 変な事に

状況等々の点検確認をしました。

なっていますが･･･

（新宅実行委員長、河本さん、井上さん出席）

今は大変なこのになっていま
すが、もう少し頑張れば旨く
行くと思います。自分の国の事、日本の国の事をお祈りしま
す。頑張って下さい、オリンピックもありますし、絶対良い
事になります！有り難うございました。

本日昼食の感動に一品
かぶ料理

- 3 -

