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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 守屋 紀忠 会長エレクト 片野 一雄 幹 事 原 千明

（晴）№１第２２８７回 例会 平成２６年７月３日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・7月10日：ｸﾗﾌﾞ協議会 ・７月17日：夜間例会、直前会長幹事慰労会「清水」◇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(16) 1１ 66.67％ － － 石山、原卓さん２２８７回

18(15) ７ 46.67％ 1 53.33％ 宮澤さん２２８５回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)

◇1年ぶりご出席の鈴木勝さんからの挨拶：

皆さんお久しぶりです。前年度は私が病になって

しまい皆さんに大変迷惑をお掛けしてしまいました。

特に百瀨さんには誠に申し訳なく、頭の下がる思い

です。有り難うございました。

6月10日まで毎日放射線治療をしておりました。

胃の方は4分の3あらまし取ってしまい、今食事は1

日5回くらい。3度の食事とあと2回はカステラなど

少しづつ食しています。医者は一杯飲んでも良いと

言われていますが､先日猪口一杯飲んだらひっくり

返ってしまいました。元に戻っていませんね！ちっ

と練習して皆さんとお付き合いせねと思っておりま

す。

今日ここに来るまで皆さんに会えるのを楽しみに

来ましたが、疲れてしまって･･･。夜は11時間くら

い休んでそれでもまだ眠れるような状況です。色々

精神的にも弱っているところがあると思いますが、

90歳までは生きたいと思っています。これから1年2

年掛けてゆっくり体力を取り戻したいと思います。

毎週出られるか分かりませんが、出た時はよろしく

お願いします。(大拍手)

◇会長報告 守屋 紀忠会長

本年度初め

ての例会です。

皆さんの助力

で一年間乗り

切らせて頂き

ます。

前年度百瀨

会長代行1年間

ご苦労様でし

た。鈴木さん

お帰りなさい。

これからもな
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るべく出席よろしくお願いします。

本日は例会後理事会がありますのでよろしくお願

いします。

又全員協議会で協議する議題がありますのでよろ

しくお願いします。

◇幹事報告 原 千明幹事

皆さん今日わ。

今年度幹事を務

めます原でござ

います。仕事の

性質上突発的な

出来事等皆様に

多大な迷惑をお

掛けする場合が

あると思います

がどうぞご理解

と ご 協 力 を 頂

き、又ご指導頂きながら守屋会長を支え、少しでも

良いクラブになるように頑張ってやって行きたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

幹事をやらせて頂くにつきまして皆様にお願いが

あります。ロータリーは出席が大事です。是非出来

る限り出席頂いて出席率を上げて行きたいと思って

おります。お忙しい方前半の36分で結構です。ＳＡ

Ａの大藤さんに一言言って頂ければ大丈夫ですので、

少しでも多く出席頂く様にお願いします。

配布：週報、ロータリーの友

回覧：財団奨学生募集の案内

地区奉仕プロジェクトセミナー開催の案内

・7/5オープンの大磯ロングビーチ優待券をお配り

致します。

・今期、月1回ペースで外

注弁当での例会になりま

す。これは年会費を下

げた関係上このようにさ

せ て頂いていますので

本日の昼食ご了解頂きたいと存じます。

今年度のテーマーボード

◇委員会報告

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

前年度百瀨会長代行1年間ご苦・守屋 紀忠さん：

労様でした。鈴木さん、太田さんお帰りなさい。

新年度第1回例会おめでとうご・河本 親秀さん：

ざいます。守屋会長、原幹事この1年よろしくご指

導お願いします。

新会長守屋会長さん幹事原千・百瀬 恵美子さん：

明さん一年間よろしくおねがいします。

皆様、お久しぶりです。よろしく・鈴木 勝さん：

お願い致します。

新年度に入り新会長、幹事よろ・井上 浩吉さん：

しくお願い致します。前会長百瀬さん幹事守屋さん

ありがとうございました。

新年度スタートお目出度うござ・片野 一雄さん：

います。守屋、原年度の幸をお祈りします。又 鈴

木勝さん 太田知加子さん御快復をお祝いします。

鈴木さんゆっくり ゆっくりお・新宅 文雄さん：

元気になって下さい。原さん 幹事よろしく

お久し振りでございます。こ・太田 知加子さん：

れからも どうぞ よろしく お願いいたします。新

しい会長様 幹事様 おめでとうございます。

☆新宅文雄さん：

配布させて頂いた大磯町姉妹都市協会のリーフレ

ット=デイトン

－大磯町交換

留学生 歓迎

レセプション=

とその案内文。

13年ぶりにデ

イトンから大

磯に高校生が5

人とデイトン

姉妹都市協会会長ハリソン夫妻とライディ先生夫妻

の9名がお見えになります。ホームステー先は決ま

っています。22日来磯、24日(木)レセプション11:3

0～15:00。レセプションには全町あげて各団体の代
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表者に出席願いたいと動いています。丁度例会日に

あたり、高谷さんの報告卓話があり、例会変更は出

来ない状況です。既に宮澤さんは出席される事にな

っています。

後で理事会でささやかでも大磯クラブからのプレ

ゼントを決めて頂ければ嬉しいなと思います。今デ

イトンの市長が変わりまして、ロータリアンが市長

になりましたので、大磯クラブの動向に関心を持っ

ておられます。又ハリソン夫妻は元京都に住んでお

られて、奥様は勉強されて浄土真宗か真言宗の資格

をお持ちと聞いています。ご主人の方は数学の先生

と聞いています。お二人ともデイトン大学の先生を

しておられます。ＮＣＲ本社が駄目になって、その

跡地をすべてデイトン大学が使っています。留学生

募集でドイツというとすぐ集まるが日本というとな

かなか集まらないと言う状況下、苦労して日本文化

の紹介(和太鼓の演奏など)をして下さっている大変

日本贔屓の方だそうです。

70～80名の方を迎賓館に集めたいと言っています。

丁度例会時間とかぶるので難しいところがあります

が、出来るだけ多くの参加をお願いします。

ク ラ ブ 協 議 会

会長方針：守屋紀忠 会長

ロータリーはみんなでやって行く会です。私一人

ではやって行けません。よろしく引き回しの程お願

いします。

ゲイリーC.K.ホアン国際ロータリー会長=台湾
の方ですのでその考え方だと思います=が提唱す
るテーマは 「ロータリーに輝きを」（Light u
p Rotary）を掲げられ「世界には、問題が山
積みですが、何もせずに、ただ座っている人が
大勢います。これでは、何もかも暗闇のままで
す。その暗闇にロウソクを灯すのがロータリー
です。１２０万人の会員全員がロウソクを灯せ
ば、世界に光を輝かせることができるので
す。」 と説きました。私は農協組織の中でやっ
て来ましたので、組織の中で一つの言葉があり
ます。「１人は万人のために、万人は１人のた
めに」=大勢で少しずつでもやって行けば。一人
一人の意志が積もりつもれば事は成るを誠心誠
意でクラブの運営をしてまいりたい。

活動方針

１．会員増強については、特に女性会員の増強
に努め２名増を目標としたい。

２．ポリオ撲滅と公共イメージ認知度向上につ
いては、奉仕活動を通じて、またポリオ撲滅キ
ャンペーンを展開する事によって、ロータリー
の公共イメージ認知度向上を計る。また他のク
ラブから参加を求められれば率先して参加した

い。
３．寄付については、ロータリー財団寄付及び

米山記念奨学会寄付の地区目標達成に努めたい。

特別寄付などを集めなければ達成できないと思

うのでご協力をお願いする事もあると思います。

その時はご助力お願いします。

４．例会については、情報通の方に意見を発表

して貰ったり、財団､米山奨学生の卓話など外部

卓話者を増して、例会の多様化を計り、また外

に出ての例会など楽しい例会にしたい。

先程原幹事からもあったように例会は出席しなけ

れば始まらない。出来れば100％、食事だけ、或い

は食事の終わった後だけの少しの時間だけでも良い

ですから参加して下さい。

原 千明幹事

若輩者でもあり、まだロータリーの事もよく分か

っていない中でこのような重責の中でご迷惑をお掛

けする事も多々あると思いますけれども､ご指導、

ご協力頂いて、何とかこのが楽しくて、みんなが1

週間待ち遠しくて､来ないと落ち着かない､本当に来

たくなると言うクラブに出来る様に守屋会長を支え

て良いクラブ運営が出来るように頑張って行きたい

なと思っております。

会長から申されたようにロータリーは先ず出席か

ら。本当に半分の時間でも構いませんので例会に是

非参加頂いて出来る限りクラブの出席率を高めて行

ければと思っております。本年度に関しましては、

今日もお弁当例会でしたが年会費を下げるなどクラ

ブとして改革を目指しています。それには例会に集

まらないと始まらないと思いますので、是非出席し

てお顔を見せて頂きたいと思います。一年間よろし

くお願い致します。

（クラブ協議会終了）

会長幹事以外の活動計画は次例会にて発表されます。

全 員 協 議 会

議題：大磯ロータリークラブ定款及び細則の変更に

ついて：

2013年規程審議会で採択された制定案に基づく

「大磯ロータリークラブ定款」と「大磯ロータリー

クラブ細則」の変更案が河本さんから提出され、変

更理由と変更箇所説明後、全員で検討、一部修正し

合意されました。後刻コピーが配布されます。

以上


