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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）№４６第２２８６回 例会 平成２６年６月２６日

■司会:原 千明 ■点鐘：百瀬 恵美子 ■合唱：それでこそロータリー

・7月3日：ｸﾗﾌﾞ協議会、理事会 ・7月3日：ｸﾗﾌﾞ協議会、理事会 ・7月10日：ｸﾗﾌﾞ協議会◇プログラム

小林、宮澤、斎藤(正）、◇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 )

18(15) 10 66.67％ － － 石山、太田さん２２８６回

18(15) ７ 46.67％ 2 60.00％ 宮澤、百瀬さん２２８４回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(2名)

ゲスト◇

桐本美智子ガバナー補佐(平塚)

加藤 勇 ガバナー補佐エレクト(平塚北)

期末賞与＋ＩＭ頑張り賞◇事務局手塚さんへ賞与:

＋ハンカチーフ

：期末百瀨会長より

賞与の他に別封筒で

ＩＭでよく頑張って

下さったお礼の金一

封です。あなたがい

なければＩＭは成功

しなかったでしょう。それとハンカチは私の気持ち

です。

：有り難うございます！手塚さん

◇おめでとうございます

誕生日祝い：

(6/21)井上浩吉さん

井上さん：誕生日祝

い有り難うございま

す。この前60才にな

って、あっ、還暦だ

と喜んだら、あっと

いう間に80才になっ

てしまいました。実は私49歳の時に心臓を手術しま

して、医者からは20年は保証するけれど後は保証し

ないと言われました。それを超えて今年81歳になり

ました。

◇ひとこと 笹尾 政儀さん

今から80日本植民地史：

年ほど前の事ですが、日本

植民地史によれば、満州、

朝鮮、台湾、樺太そして北

進か南進かは明治以来日本

の長年の主題でありまし

た。

北は朝鮮を併合し、満州へ。南は台湾、南洋を前

哨として第二次大戦へと突入しました。それは帝国

主義的野望に燃えた近代日本の宿命でもあったが、

これらの地に理想と夢を賭ける日本人も少なくなか

ったのです。

満州事変後、日本による占領統治説が一部でささ

やかれましたが、満州全土に五色の旗がひるがえっ

たのは昭和7年3月で、五族協和を謳いあげました。

満州国の誕生であります。

五族とは満州、中国、朝鮮、蒙古、日本の諸民族

で、当時満州住民は3,000万人を数えた。北は黒竜
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江、東は烏蘇里江、南は鴨緑江、西は蒙古を国境と

する130万平方キロで、当時日本の約2倍の面積であ

る。満州は石炭等も日本のように地下何百メートル

とかでなく、露天掘りであり、物産もバラエティに

富んだ文字通りの大地で開発を待っていた。

国内的に行きつまった日本からの満州移住も建国

を機に急増しまして、昭和の初期から10年頃まで満

州開拓団として王道楽土の夢を求めて,女性は「よ

うこそ大陸の花嫁さん」とお婿さんの集団結婚式、

娘達の屯田兵的移民。満蒙開拓団の訓練所を設け、

青少年義勇軍だけでも32万人を超えて、すべては約

50万人程の人達が開拓に参加しました。この頃の話

題は何処でも満州へ、満州へでした。 然し乍ら日

本は敗戦し、中国侵略の上に描かれた王道楽土の夢

ははかなく幻しと消えた。

満州国は立憲君主制を取り、清国最期の皇帝

・愛親覚羅溥儀が満州国皇帝に就任しました。(昭
ア イ シ ン カ ク ラ フ ギ

和7年3月1日)

本日のひとことで丁度四年になります。長期間皆様

のご協力有り難うございました。(拍手)

4年間の長きに亘り本当に有り難う原千明ＳＡＡ：

ございました。

◇会長報告 百瀬 恵美子会長代理

今日は本年

度最終例会で

す。皆さんの

温かい協力に

よって無事鈴

木会長さんの

代役を務める

事が出来まし

た。本当に有り難うございます。

笹尾さん「ひとこと」4年も継続して頂き有り難

うございます。これでほっとするんじゃなくて機会

があれば又お願いします。

井上さんお誕生日おめでとうございます。益々元

気で頑張って下さい。

1．第26回なぎさの祭典が7月26日(土)に開催されま

す。本年もうちわ配りをします。後ほど詳しい文書

を流します。合わせて協賛寄付の申し入れが来てい

ます。理事会と相談して、例年通りにと考えていま

す。

2．町ぐるみ美化キャンペーンのお礼状が大磯町よ

り来ています。参加者の皆さんお疲れ様でした。

3．先々週友達7人と琵琶湖1週の旅をして欠席しま

した。申し訳にお土産のお菓子をお配りしました。

4．先週、江の島水族館の見学と鎌倉プリンスホテ

ルでの納会，とても楽しい一時を過ごす事が出来ま

した。

本年、今日を以て何とか無事に終了する事が出来

て感謝の思いで一杯です。本当に有り難うございま

した。(拍手)

◇幹事報告 守屋 紀忠幹事

本日は最終例会です。

色々お世話になり有り難

うございました。

1．7月のロータリーレー

トは1ドル102円です。

2．2014-15年度地区財団

セミナーの案内：

対 象：財団委員長、委

員

日 時：7月19日(土)13:00～17:00

場 所：辻堂駅前アイクロス湘南7Ｆ研修室申込み

：7月10日(木)まで

3．週報受理：志木ＲＣ

4．シドニー国際大会の写真、ご覧下さい。

◇委員会報告

河本親秀さん☆

1，高谷紗帆さん(財団グロ

ーバル奨学生）の件：6/14

財団奨学生壮行会がお隣の2

590地区と合同で横浜中華街

・萬珍楼で行われました。

(出席者＝ロータリアン財団

奨学生、財団学友合わせて4

6名）高谷さんは欠席でしたので、代わりに私が高

谷さんの事を皆に紹介する事になり、先日ご紹介し

た国境なき医師団の1員としてアルメニアで感染症

予防で頑張っておられる事を朝日新聞の特別版を示

してお話しました。

当地区財団委員会関係者が全員高谷さんの優秀さ

を讃え、彼女が優秀であったので刺激になって地区

も頑張り、今年は財団本部から当地区から3人もグ

ローバル奨学生(他に地区財団奨学生2名も)が選考

されると言う結果になったと言ってくれ、私は鼻が

高かったです(因みに2590地区は地区財団奨学生の
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み2名)。高谷さんは7月上旬に帰国され、9月からの

ロンドン留学（London School of Hygiene & Tropi

cal Medecine)の準備をされますが、クラブにお礼

に伺いたいとの事で7月24日の例会に出席(30分の卓

話も）頂く予定です。高谷さんの名刺を貰ってきま

した。。

2．いわき鹿島ＲＣ曽我泉美会長から先日の第8グル

ープＩＭでの募金130,321円の利用報告と感謝のＥ

メール＝贈呈式、贈呈物資の写真､いわき新報記事

添付＝が来ました:

募金130,321円にいわき鹿島ＲＣから10,479円を

加え、2530地区復興支援助成金84万円を受領して合

計980,800円を以て「チャイルドハウスふくまる」

＝いわき市四倉町に建設された被災児復興支援施設

＝にベッド、椅子、テーブル、保管庫、調理室用具、

パソコンなどを寄贈(4/26)されたとの事です。

3．東京米山友愛ＲＣ及び東京米山友愛Ｅ－クラブ

が米山梅吉記念館での移動例会に参加し、バナー交

換してきました。この二つのクラブは以前我がクラ

ブに卓話に来て頂いた東京世田谷中央ＲＣの関博子

さんが特別代表として創立されたもので、あり、私

が記念館の理事を務めている関係から同席したもの

です。友愛クラブは会員数は25名、10ヶ国の米山学

友がいまして共通語は日本語、皆若くて溌剌として

おり、正に国際親善を絵に描いたような感じです。

4．会員増強・維持セミナー参加：6月18日藤沢のア

イクロス湘南で開催、各クラブの会長、増強委員長、

研修委員長等約130名参加。渡辺ガバナーエレクト、

後藤定毅パストガバナーからパワーポイントを使っ

ての増強、維持についての熱の入ったプレゼンがあ

った後、11グループに分かれて討議し､各グループ

から報告があり、私もＢグループの報告・発表をさ

せられました。各クラブそれぞれが色々な手立てを

講じており、又アイディアが出されました。次年度

これらの示唆を活用して井上増強委員長と協力して、

我がクラブの会員増強・維持に努めたいと思います。

5．「クラブ活性化と充実を目指す活動計画の指

標」を守屋次期会長と作成しました。

6．2013年規程審議会で採用された制定案(国際ロー

タリーの定款・細則､クラブ定款・細則の改訂の提

案)を反映したクラブ定款と細則の案を作成しまし

た。これは世界全クラブが従がはねばならないもの

です。次回の理事会で決定し皆さんに諮る事になり

ます。

7．次年度週報の表紙が出来ました。次年度のカラ

ーは赤が基調ですので、その反対色の緑色系を使っ

たものにしました。

：☆大藤 勉さん

が決まりました。次年度予算

皆さんへの配付資料の中に一

般会計予算(案)、特別会計予

算(案)が入っています。後ほ

ど「(案)」を消してご覧頂き

たいと思います。

新宅文雄さん：☆

先週日曜日(6/22)、海の見

えるホールで日中友好コンサ

ートが行われました。政治は

うまく行ってないが、民・民

ではうまくやりましょうよと

若い日中音楽家が一生懸命や

っています。中国大使館文化

部と話をして、今、神奈川県、埼玉県の色々なとこ

ろでコンサートをしています。今度は藤沢でやりま

す。

昨年も大磯でやりましたが、今年はＮＨＫが取材

に来まして翌朝ニュースで海の見えるホールが映し

出され、大磯で行われたと報道していました。クラ

ブの皆さんでチケットを沢山買って頂くなど色々ご

協力頂いて有り難うございました。

：☆原 卓さん

只今平塚に仮住まいしてお

りますが間もなく大磯にまた

引っ越して参ります。国よし

さんと大内館の間です。1年

程前から水面下で話を進めて

おりまして･･･。今度の土曜

日に地鎮祭をやります。また

宜しくお願いします。

☆スマイルボックス 井上 浩吉さん

・桐本美智子さん(平塚RC)：

御挨拶に参りました。よろしく

お願いします。

・加藤勇さん（平塚北RC）：

次年度ガバナー補佐のご挨拶に

お伺い致しました。よろしくお

願い申し上げます。

桐本ガバナー補佐様、加藤次・百瀬 恵美子さん：

年度ガバナー補佐様ようこそおいで下さいました。



- 4 -

井上さんお誕生日おめでとう。

桐本ガバナー補佐、1年間ご苦・守屋 紀忠さん：

労様でした。加藤新ガバナー補佐 次年度よろしく

お願いします。

桐本ガバナー補佐 1年間ご指導・河本 親秀さん：

有難うございました。またご苦労様でした。加藤次

年度ガバナー補佐、次年度よろしくお願い致します。

原卓さん久し振りです。

今日はいい日だ。心配ごとが晴・新宅 文雄さん：

れた。うれしい！ 桐本ガバナー補佐、加藤次期ガ

バンー補佐ようこそいらっしゃいました。ご指導の

程よろしくお願い致します。

新ガバナー補佐加藤様、旧ガバ・片野 一雄さん：

ンー補佐桐本様よくお出かけ下さいました。ゆっく

りおくつろぎ下さい。

井上さんお誕生日おめでとうござい・原 卓さん：

ます。

誕生日祝 ありがとうございま・井上 浩吉さん：

す。

桐本美智子ガバナー補佐挨拶：

1年間有り難うございま

した。私はＩＭで大磯と

は縁が切れない間柄にな

りました。大磯の方は本

当に心遣いが優しくて､こ

の間の新旧交代の時に百

瀨さんの計らいでしょう

か､花束を幹事二人と私に

こんな大きな花束を頂い

て、幹事二人は大感激していまして、どうぞ今日は

宜しく伝えてくれと申しておりました。とても喜ん

でおりました思いがけなくと･･。今日も事務員さん

にＩＭの「おめでとう」他のクラブではない事かな

と･･･。女性の会長だからきめ細やかなんでしょう

ね。本当に心温まる、このクラブは本当に良いクラ

ブだなとしみじみ思っておりますが、何で会員が増

えないんでしょう？ガバナー補佐が最期に採点する

のがあるんです。5点法で、国際的な事とかを採点

して行くのですが、大磯は人数が少ないと言う事で

引っ掛かるなあと、5点にしたかったんですけれど4

点になってしまったんです。うちのクラブも4点で

すが。うちは国際的なところが弱くて･･･。海の見

える美しい会場で、皆さん一人一人が良くロータリ

ーを勉強しておられて良いクラブだなと思いますけ

れど。勿体ないと思います。

頼りないところのあるガバナー補佐でしたけれど

も結果的には第8グループは凄い優秀な結果を残す

事が出来ました。

一番目はＩＭで一般の人にクラブの活動をプレゼ

ンで見せた事が寄付も含めて凄く評価された。これ

で一般の人が沢山来てくれて広報活動に一役買った

事。

二番目はEnd Polio Nowポリオ撲滅で平塚湘南Ｒ

Ｃが第1番に手を上げてチャリティゴルフで70万円

寄付した残りの30万は各クラブで5万とか10万とか

寄付して丁度100万円くらいになりました。寄付を

していないクラブがあり、2780地区全体で200万円

位。その半分は第8グループが出したことになりま

す。ゴルフの70万円は参加者が沢山出して下さった

んですが、残りの30万円の中には1円や5円玉があっ

た。これは子供が出してくれたお金です。風船を上

げてパンフレットを配って頂いたお金で、これの方

が70万円を出された方より人数が多いと言う事で評

価された。

三番目にシドニーに行くのに何故かうちのクラブ

から９人も参加した。8グループで12人。他グルー

プではグループで１人か２人なのに。これが評価さ

れました。行った人は桐本さんの被害者だろうと言

われましたが、私は一人も誘った事はありません。

(笑い)研修委員会というのがあって、この方達が応

援して、沢山行ってくれました。シドニーの国際大

会には首相が挨拶に来ました。オリンピックと肩を

並べるくらいに凄い事らしいんです。日本で昭和39

年に東京オリンピックをしました。その後英国の新

聞に日本はオリンピックをやった、万博をやった、

ロータリーの国際大会をやった。そして近代国家に

なったと書かれた。ロータリーの国際大会はオリン

ピックと肩を並べるくらい凄い事らしいです。私達

が公園へ行って写真を撮っても、何処へ行ってもロ

ータリーだらけ、食事に行ってもロータリーだらけ．

シャッターを押しましょうかというのはカナダの人

だったり、バングラデシュの人だったり。その人か

らバングラデシュを知っていますかと尋ねられたり

しました。開会式では国旗が123ヶ国入って来ます。

日本はＪですので後ろの方です。会場の席はガバナ

ー補佐のリボンのお陰で前から10番目に座れました。

2780地区の席は3階の後ろの方でしたが･･。ヒュー

マンネーチャーと言う有名なアーチストが1時間も

コンサートをやるのをノリノリで聞いたり､日本の

国旗の旗手が可愛い女の子だったので、投げキスを

したり、オーバーアクションで応援したらウインク

してくれたりでとても楽しい開会式でした。
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後は観光でブルーマウンテンへ行ったり、ビビッ

ド・シドニーと言ってネオンでオペラハウスやビル

を瞬時に色を変える照明アートを見たりしました

(写真回覧)。凄く綺麗でした。これはロータリーの

ためにやってくれたんです。凄いお祭りでした。皆

さん国際大会の発表があればすぐ申し込むのと終わ

りの方で申し込むのとでは15万円くらい差が出ます

ので早く申し込んで下さい。

（この後、画家であり、作家である桐本ガバナー補

佐の生い立ちのお話、絵の描き方のこつを白板を使

いながらお話あり。右脳、左脳の機能を活用しての

物事の発想の転換､判断の仕方等について大変興味

のあるお話がありました。）

加藤 勇ガバナー補佐エレクトの紹介

桐本ガバナー補佐

昨年の今頃は不安で不安で、ここへ最初に来た時

緊張してもの凄かったんですが、今日はリラックス

しています。

加藤さんは非常に真面目でやる気のある、人柄の

温かい方です。平塚北クラブが加藤さんを男にして

くれる事を期待しております。

加藤 勇ガバナ補佐エレクト挨拶

私の紹介のプロフィー

ル等々は皆様の計画書の

中に入ると思います。

私は昭和16年生、大東

亜戦争が始まった年で、

当年73歳になります。住

まいは小田原ですが仕事

の関係で暫く平塚にいた

ので､その時平塚北クラブ

に入りました。ロータリ

ー歴は2000年12月に入会し、7年後に会長をさせら

れ、今年14年目と言う7年の倍数でガバナー補佐と

言う事になりました。私の仕事はサラリーマンの典

型です．地域に根ざしたと言う形ではなく、知り合

いも少なくロータリーを通じて皆さんと仲良くなれ

るのが嬉しく思います。今日もここに入ってきた時

非常にフレンドリーな空気だなと感じております。

是非宜しくお願いしたいと思います。桐本ガバナー

補佐の言われる様に来年何とか素晴らしい報告が出

来る様に皆さんにご指導頂いて頑張って行きたいな

と思います。

来年の方針などは公式訪問の前に、補佐訪問があ

りますので、その時に皆さんに色々お願いしたいと

思います。特に第8グループの自慢､功績、桐本ガバ

ナー補佐が言われたようにEnd Polio Nowでこの278

0地区でお金と共に人数もトップの成績を収めた事。

地区で200万円のうち半分が第8グループでありまし

た。先だって、平塚湘南さんに今年はどうするんで

すかと尋ねましたら、あれは3年か4年に1回やるの

で今年はチャリティゴルフではないですよと言われ

ました。お金だけではないと思いますが･･･。

渡辺ガバナーエレクトはロータリー・デーを地域

の中でやって欲しいと言われています。出来れば単

独でなくて、複数のクラブでやれば少し目立ったロ

ータリーデーがやれるのではと･･･。今後守屋会長、

原幹事と色々相談しながら何らかの形を作って行け

たら嬉しいなと思っています。

自分の力では何も出来ないので、皆さんの力を頂

戴して､来年の今頃桐本ガバナー補佐より、もっと

もっと素晴らしい報告を胸を張って出来ればいなと

思って頑張りたいと思います。是非宜しくお願い申

し上げます。

:桐本さん1年間本当に有り難うござい百瀨会長代理

ました。加藤さん本年どうぞ宜しくお願い致します。

本日の昼食


