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原

千明

平成２６年７月１０日 （晴）№２

■合唱：我等の生業

・７月17日：夜間例会、直前会長幹事慰労会「清水」
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(4名)小林、宮澤、斎藤(正）、

２２８８回 18(16)

11

68.75％

－

－

石山さん

２２８６回 18(15)

10

66.67％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇２０１３年度出席１００％のお祝い

◇おめでとうございます
誕生日祝:
原卓さん(7/5)
なかなか出
席出来ず申し
訳 あ り ま せ ん。
何かお祝いを
貰いに来たよ
うな感じにな
ってしまいましたが、出来るだけ出席するようにし
ます。（会場より何歳に･･･？37歳です。若いな
あ！！）

◇ＳＡＡ：今日の食事は冷やし担々麺です。

笹尾政儀さん、河本親秀さん、
守屋紀忠さん、百瀨恵美子さん

◇一言：井上浩吉さん

◇ お 見 舞 金 贈 呈：

7月6日に海水浴場の海
開き祭典がありました。

新宅文雄さん

海水浴場開設130年になり

原卓さん

ます．明治18年軍医総監
松本順が大磯に参りまし
た時に門人の鈴木さんと
いうお医者さんが大磯に
おられました。松本順は
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海水浴をやる、今のように水泳をやるのではなくて,

－ン

波に身体を当てて身体を鍛えるという事でした。当

協賛金：3万円

時は疫痢が流行っていました。その時に海水浴をや

メークアップ奉仕活動とする。

れば身体が丈夫になると言う事で奨励した訳です。

うちわ500本、バンドエイド配布

場所を探すのに大変苦労したようです。たまたま大

お揃いの黒い「絆Ｔシャツ」着用

磯に来た時に門人の鈴木さんからそういう所がある

集合：7/26(土)

と言う事で、照ケ崎海岸を見に行ったところ一度で

キャンペーン後2,000円会費で反省会

気に入りましたが、自分一人では出来ない、誰か手

現地16時集合

(5)デイトン市高校生等来磯歓迎会

伝ってくれる者はいないか人探しをしました。

7月24日(木)に大磯姉妹都市協会会長石

当時大磯は宿場が疲弊して貧乏な町になってしま

にてお祝いのスタンド花を贈る事を

塚様宛

決定。(場所:

っていました。その中でお金を出してくれそうな人

大磯町迎賓館)

を探したところ、宮代新太郎が名乗りを上げたが人

3．本年度のＲＩテーマバッジをお配りしま

した。

望がないために人が集まらない。そこで中郡の中川

4．前回の例会で全員協議会にて大磯ロータ

リー

郡長に当たったがこれも愚かな男でダメ。その時宿

クラブ定款及び細則の変更をしました。主な変更点

屋をやっていた宮代謙吉という人が私がやろうと言

は,年会費:30万円→28万

って同志を集めて海水浴場の準備を始めた＝この人

員は28万円。入

は第五代大磯町長になっています。この人のお陰で

プログラムでスマイルボックス報告は委員会報告

大磯の海水浴場が明治18年に開設されました。

の最期にしていましたが、これを幹事報告の後に持

次回に続く

って来ることにしました。

大磯海水浴場の歴史については大磯町観光協会の
ホームページをご覧下さい。

http://www.t

円但し45歳未満までの会

会金は5万円→3万円に変更。例会

5．井上さん推薦の新会員候補者の大倉さん
を皆さんにファックスでお知らせしましたが、異議

own.oiso.kanagawa.jp/isotabi/miryoku/hassyou/k

はありませんでしたので手順に従って進めます。

aisuiyoku.html

◇幹事報告

◇会長報告

守屋 紀忠会長

原

千明幹事

1．回覧：

1．本日は台風8号

・米山学友主宰｢クリー

が発生し沖縄がひ

ンキャンペーン｣案内

どくやられており、

7月26日、参加者には会

長野県が雨で洪水

費はクラブで負担します。

が発生するなど被

・例会の取り消し(休会)

害が出ています。

について日本事務局から

風は弱まりつつあ

の連絡

るようですが、今

・地区大会記念親睦ゴル

夜神奈川を通過予

フコンペ(8/8)のお知らせ。会費5,000円(クラブ負

定ですので、各自帰宅後、台風対策をして下さい。

担)、プレー代21,000円

2．理事会報告

・寒川ＲＣの活動計画書

(1)直前会長・幹事慰労会

・米山記念奨学会から普通寄付のお願いが来ていま

日時：7月17日(木)

18:00～

すが、これは既に送金済みです。

会費：8,000円=含宿泊代､宿泊なしも同額=

2．7/17の前会長・幹事のお疲れ様会は,今年度はコ

朝食は各人持ち

ミュニケーションを取る機会をもっと増やそうとい

会場：大磯プリンスホテル｢清水｣

う第一弾ですので、是非ふるってご参加願います。

会長/幹事に花束贈呈

4時～四時半にチェックインして頂いて温泉にゆっ

(2)誕生祝、結婚祝

くりつかって、浴衣に着替えて和室の清水で宴会を

誕生祝：プリンスチケット3,000円

するという流れが理想かと思います。是非来週ゆっ

結婚祝：花束を家庭に送付3,000円

くり寛いで、楽しくできればと思いますのでよろし

(3)皆出席祝:プリンスチケット3,000円

くお願い致します。

(4)なぎさの祭典(7/24)＝ダメ・ゼッタイキャンペ

3．皆様、大変しつっこくなりますが、例会への
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出席を改めてお願いします！！

時松下政経塾の学生)がいます。10数年前に大磯の

４．原卓さんからおいしいクッキーを頂戴しました

迎賓館で話を聞いたんですが、2度目も大磯迎賓館

(配布)。有り難うございます。37歳のお誕生日おめ

でやりたいと言っています。そうなった場合は大磯

でとうございます。30代からロータリーで活躍出来

クラブも是非全員参加の旗を出して欲しいなと思い

る事は素晴らしいことだと思います。

ます。河本年度が終わって18年たちますが、その前

◇委員会報告

に私がＧＳＥ団長でウエスト・バージニアへ行きま

☆スマイルボックス

太田 知加子さん

したので、ＧＳＥの行事は大磯が中心地になるよう

・守屋 紀忠さん：

ですので、その節はよろしくお願いしたいと思いま

・河本 親秀さん：新年

す。

度第1回例会おめでとう

☆新宅文雄さん：ポリオ撲滅活動ニュース
今日の神奈川新聞の湘

ご ざ い ま す 。 守 屋 会 長、
原幹事この1年よろしく

南版に、でっかく「健康

ご 指 導 お 願 い し ま す。

教育プログラム開始、茅

・百瀬 恵美子さん：新

ヶ崎中央ＲＣ」と出てい

会長守屋会長さん幹事

ます。パキスタンのポリ

原千明さん一年間よろしくおねがいします。

オ発生率は高く、その対

・鈴木 勝さん：皆様、お久しぶりです。よろしく

策として現地の15～18歳

お願い致します。

の未婚の女性に予防接種

・井上 浩吉さん：新年度に入り新会長、幹事よろ

の重要性や衛生面の知識を学んで貰うプロジェクト

しくお願い致します。前会長百瀬さん幹事守屋さん

をやっています。茅ヶ崎中央ＲＣは毎年100万円を3

ありがとうございました。

年間出して、現地のＮＰＯ法人と手を組んでやるそ

・片野 一雄さん：新年度スタートお目出度うござ

うですが、その間に入ってやってくれるのがアムダ

います。守屋、原年度の幸をお祈りします。又 鈴

（ＡＭＤＡ）です。アムダが連絡するパターンでや

木勝さん 太田知加子さん御快復をお祝いします。

るようです。なかなか難しいようです=ワクチン接

・新宅 文雄さん： 鈴木さんゆっくり ゆっくりお

種がスパイ行為と取られたり,当地の宗教リーダー

元気になって下さい。原さん 幹事よろしく

が予防接種を禁止したりしている=その為予防接種

・太田 知加子さん：お久し振りでございます。こ

が進まないそうです。

れからも どうぞ よろしく お願いいたします。新

編集者：ポリオ撲滅は国際ロータリーの第一目標で

しい会長様 幹事様 おめでとうございます。

す。2018年に撲滅宣言を出す事を目標にしています。
現在ポリオの野生菌が存在するのはパキスタン・ナ

☆河本親秀さん

イジェリア・アフガニスタンの三ヶ国だけです。後

１．高谷さんからメールが来
ました。7月6

は三ヶ国から伝染されたものです。パキスタンがポ

日に帰国しま

リオ撲滅の最重要地域です。

した。9月中旬にロンドンに

今年に入ってのポリオ発生数は下記の通り。

出発されるとのことです。
24日に高谷さ

パキスタン

んが例会卓話

ナイジェリア

で帰国報告がありますので、

5

アフガニスタン

よろしくお願い致します。
2．大磯ＲＣ定款・細則ですが改訂されたも

90

のを

プリントして皆さんにお配りします。

赤道ギニア
イラク

5

2

カメルーン

☆片野一雄さん：4日程前に、元ＧＳＥメンバー
の望月君(かながわ湘南)が遊びに来まして雑談の中
での事ですが･･･。ＧＳＥは30年程続いたプロジェ
クトでしたが財団のシステムが変わってから中止に
なってしまいました。当地区で第1回目のＧＳＥメ
ンバー(青木団長)の中に現防衛大臣小野寺さん(当

シリア

7

3

1

エチオピア

1

ソマリア

1

総発生数

115

（流行国：102=パキスタン。ナイジェリア・アフガ
ニスタン、非流行国：13）
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クラブ協議会
司会

守屋紀忠

会長

先週に続いて本年度の活動計画について各大委員
長から発表して頂きます。
各委員長は計画書に基づき本年度の抱負と各委員
会の活動計画について簡潔に発表されました。

片野一雄

クラブ運営委員長：

1．クラブ奉仕委員会
・プログラム
・出席
・姉妹クラブ
・親睦・ロータリー家族
・スマイルボックス
・雑誌・広報・ＩＴ
・会報
2．クラブ会員委員会
・会員増強
・会員選考
・職業分類
・クラブ研修委員長
新宅文雄

奉仕活動委員長

・職業奉仕
・社会奉仕
・国際奉仕
・新世代奉仕
百瀨恵美子

財団委員長

・ロータリー財団
・米山記念奨学会

河本親秀

長期計画委員長

各大委員長に属する小委員会のリストのみ掲載しま
した。
活動計画書は来週お配りします。
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