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◇会長報告

ガバナー補佐(平塚北)

守屋 紀忠会長

本日は加藤ガバナー補佐、

ガバナー補佐幹事(平塚北)

真壁ガバナー補佐幹事を迎え
ての例会です。宜しくお願い
します。
又本日は地区大会に向けて20
16年度規程審議会提出立法案
の賛否を原幹事の司会の元で
挙手で計り、大磯クラブの各
立法案への賛否を決めます。

それでこそロータリー

1．ガバナーより2017-18年度
ガバナー・ノミ

ニー選出の推薦依頼が来ています。

2．地区大会表彰(米山寄付地区第4位)につ

いての

案内が来ています。
3．青少年交換プログラム・アンケートのお

願い

が来ております。
この後加藤ガバナー補佐から卓話をして頂きますの
で宜しくお願いします。

◇幹事報告

原

◇大藤SAA： 今日の食事は明太子とイカのペペロ

1．ロータリーレート10月＝106円／ドル

ンチーノです。ごゆっくりお食事を召し上がって下

回覧：寒川RC会報、
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千明幹事

地区研修・協議会報酷暑

本日はよろしくお願いします。

10月米山月間資料、

・原千明さん： 加藤ガバナー補佐ようこそお越し

2013年度米山事業報告書

下さいました。本日はよろしくお願いいたします。

配布：

・河本親秀さん： 加藤ガバナー補佐、真壁ガバナ

ガバナー月信、会報2296回、

ー補佐幹事ようこそ、心より歓迎致します。この1

2297回

年よろしくご指導お願い致します。

10月行事予定表

・井上浩吉さん：加藤ガバナー補佐ようこそ

10月9日=ガバナー公式訪問=に

・百瀬恵美子さん： 加藤勇ガバナー補佐様ようこ

は万障繰り合わせて出席お願い

そいらっしゃいました。

します。また活動計画書を持参下さい

・新宅文雄さん： 加藤ガバナー補佐ようこそいら

◇一言：

っしゃいました。よろしく、ご指導の程お願い致し

井上浩吉さん

大磯の歴史-杉原惣次郎 杉原惣次郎先生は明治

ます。

20年 代に 大磯に 来られた

・田中敏治さん：加藤ガバナー補佐ようこそ 本日

開 業 医 で 、 社会 貢 献 に 高

はよろしくお願いします。

い意識を持った人でし

☆河本親秀さん：

た 。 そ の 当 時松 本 順 が 海

次週10月2日の例会に以

水浴場を開いたのです

前お話しましたハワイの

が 、 海 岸 へ 行く 道 が 殆 ど

ワイアナエ・コーストRC

無 か っ た 。 当時 の 道 は と

会員のKay Baxter, Jere

いうと、路地は1間=180cm

Ba xter ご 夫 妻 が 来 ら

くらいの道しかなかっ

れ、パワーポイントを使

た。それを使って皆さん遠回りしたり、ぐるぐる廻

ってプレゼンテーション

ったり、余分なところを廻って海岸へ出て行った。

されます。Kayさんは日

杉原さんは自分の開業している前=現在の海水浴道

本人女性で、長くアメリカ暮らしをされ、国際結婚

路と呼ばれているところ=は江戸時代の南本町の問

された方ですので、日本語でお話されると思います。

屋場=馬次ぎとか人足を供給する制度の屋敷があっ

その後百瀨さんに助けて頂いて、箱根か江の島へお

た。そこを買って海岸に行く真っ直ぐな道路を自費

連れする予定です。

で造りました(大正4年)。それ以後そこは海水道路

2016年度規程審議会制定案

として非常に賑わった道になりました。その前に岩

決議案賛否投票：

崎家が愛宕山を買収して別荘を建てました。その時

先週配布された2780地区の各クラブ提出の制定案、

自分の屋敷の真ん中を削り、更に山の裾を削って、

決議案を各自検討の結果を挙手を以て集計しました。

車が通れるくらいの広い道を造って、その道に繋げ

結果は下記の通りです。

ました。現在”新杵”さんのところへ出て来る”切

大和中RC提出の制定案

り割り”、これも岩崎さんが岩を切り開いて道を造

1．出席規程を改定する件：賛成

られたものであります。それに繋げて杉原さんが大

2．クラブ幹事エレクトを新設し役員として理事会

正4年に道を造ったという事です。今何でもなく通

のメンバーとする件：反対

っていますけれど、当時としては大変な事業を行っ

3．入会金、会費の規程を改正する件：賛成

たのであります。

茅ヶ崎湘南RC提出決議案

◇委員会報告
☆スマイルボックス

4．R財団支援のため、オフィシャル・クレジット・

笹尾 政儀さん

カードの普及を奨励する件：賛成

・加藤勇さん： ガバンー補佐訪問にお伺い致しま
した。

相模原中RC提出の決議案
5．RIテーマを3年間同一とする件：反対

・真壁佐一さん： ロータリー歴20年以上あります

茅ヶ崎RC提出決議案

が大磯ロータリークラブには初めて訪問させていた

6．地区幹事の役割と責務を地区リーダーシップ・

だきました。本日はよろしくお願いします。

プランの中に規程する件：賛成

・守屋紀忠さん： 加藤ガバナー補佐、ようこそ、
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以上の結果を地区大会時(10/18)に守屋会長／選挙

特に新会員の皆さんにバッジをつけたりされてい

人が投票しま

ます。新会員の田中さん当日気軽にガバナーとお話

す。

して下さい。
今日は渡辺ガバ
ナーの方針よりも
私の見聞きする、
その人となりをご
紹介したいと思い
ます。ガバナーは
生まれも育ちも東
京、3代東京生まれ
なので江戸っ子だと言っておられます。小学校3年の
時に水泳を始め、中学生の時にイトマン・スイミング
クラブに入りました=現在アジア大会の水泳競技に出
ている選手でISSマークをつけた選手がイトマン・ス
イミングクラブ所属=その当時一緒に泳いだ有名選手
が東京オリンピックの木原美智子選手と角界のプリン
スと言われた後の大関貴乃花(今の親方の父親の方)だ
そうです。1964年のオリンピックで、世界中からの凄
い選手達の中で水泳のボランティアをされたそうです。

◇スピーチ
加藤

その時に自分も何時かオリンピックの選手になりたい

勇ガバナー補佐

と決意したそうです。その後中央大学の理工学部に進

本来は2週間後の渡

学されましたが水泳はやめないで、次のメキシコオリ

辺ガバナー公式訪

ンピックに向けて一生懸命練習し、全国大会に出場し

問に先立って、RI

ましたが結果6位になったそうです。1968年当時は高

や地区の方針など

度成長期の前でしたので、日本には余りお金が無かっ

を詳しくお話を

たので－今なら全日本で6位であれば補欠としてオリ

し、皆さんの質問

ンピックに連れて行ってくれたと思いますが・・・－

等を受けて、それ

オリンピック選手にはなれなかった。当時有名なドル

をガバナーにお伝

フィンキックの田口信孝が金を取りました。一生懸命

えする為の事前訪

にやるのがガバナーの性格/人柄のような気が致しま

問なんですが、ガ

す。ガバナー補佐にもあなた方がいなければガバナー

バナーが従来と全

の仕事が旨く行かないのだから宜しく頼むと懇切丁寧

く違う方法でおや

な指導を頂いています。本当にいい人だなと感嘆する

りになっているので、それに合わせたやり方にします。 ところが多々あります。
当日パワーポイント使って説明される中で五大奉仕
公式訪問の最初の頃はガバナーのスピーチは30分でし
たが、最近は大変熱が入って1時間を超えるお話をさ

の話が出て来るのですが、自分はもう一つ加えて六大

れています。内容も日々進歩しており、その時のニュ

奉仕だと言われています。それは家族奉仕=母ちゃん

ースを取り上げて熱意をこめてお話になります。

奉仕である。家庭が基盤になって初めて仕事が出来る。

地区の三大方針＝会員増強、公共イメージの向上、

そこで仲間が出来て次ぎに職業奉仕が来る。そして社

寄付の増進＝農地会員増強についてが7割くらい、そ

会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕となってくる。と言う

れも単に会員を増やすのではなくて、如何にクラブを

話が素敵だったなあと私は思います。

楽しくするか、活力或るクラブにするには皆さんど

先だって、ガバナー補佐の皆さん横須賀の私の家に

うしたら宜しいでしょうかといった問いかけが多か

来てくれないかと言われ、仲間のガバナー補佐と地区

ったです。基本中の基本ですが、話を聞いて改めて

幹事、副幹事の方達と伺って美味しいお酒を頂きなが

そうだなと感じ入っています。

ら焼き肉のご馳走になりました。奥様はじめお孫さん
までみんな仲良く歓待下さるという雰囲気の中で非常
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◇真壁ガバナー補佐幹事

に感銘を受けました。
ロータリーが非常に好きで、その為一生懸命ロータ

IMについて： 新宅さん、

リーのために仕事もし、奉仕もされているのが渡辺ガ

河本さんから引き継ぎをしま

バナーの一つの姿でございます。

した。それをベースに今、ク

ガバナー訪問の時に是非聞きたいことがありました
ら、皆さん気楽に会話されたらいいなと思います。

ラブで組織を作りまして、実
働部隊は平塚北RC、各クラブ

私から地区の方針や目標をお話するより、ガバナー

の会長さんに副実行委員長を

から直接お聞きになる方が－非常に熱のある話をされ

お願いしました。

るので－より楽しいと思われますので、私からはこの

場所：サンライフ・ガーデン

ようなお話で留め置きます。

日

ロータリーの友7月号で全34地区がバナーの紹介が
ある中で、渡辺ガバナーの睡眠時間が3時間と出てい

時：来年2月7日(土)午後

テーマ ：日本の当面している少子高齢化で日 本はどうな
ってしまうのか考える

ましたが、ガバナーになってからは2時間程度になっ

日本創世会議で、何年か先には平塚も危ない、それよりも

ているとの事。超人的な能力の持ち主かなとも思って

先に8年後には二宮は無くなってしまう。人口は東京に集中

います。

してしまって、このままでは日本全体が危ないという話が出
卓話は以上

てます。このような中で我々は地元に根を下ろしてしっかり

加藤DGA：

仕事をしている仲間でどの様に対応出来るのか？という観点

皆さんガバナーとこういう話をしたい、聞きたいと

からロータリーが中心となって町起こし、町の活性化をどの

いう事があれば、今日中にガバナーにメールします。

様にすれば担う事が出来るか？読売新聞論説委員の方にお話

今日もし無くとも後ほど会長/幹事を通じてお知

をお願いしております。会長・幹事会で詳しく申し上げます

らせ下さればガバナーに伝えます。

が身のあるように、又前回のような身近で身のある問題を提

もし無くとも当日話を聞かれて、それ以上にもっと

供していって皆さんと考える場を創って行きたいと思ってい

詳しくお聞きしたいと言う事があればお聞き下さい。 ます。皆さんのご協力をお願いします。
エンドを2時半にしたいと思います。
泡垂山縁起について=平塚側から
例会：12:30~13:00

今回訪問して先程の井上

ガバナーの話：13:00~14:00

さんの話に感銘を受けまし

萬田増強委員長の話：OO分

た。又会報を頂いて、前々

片野さん質問:

回の泡垂山の話を読みまし

会員増強が大磯クラブの緊急課題です。会員増強

た。実は私は泡垂山の管理

を観念的でなく、具体的な方法。例えば縁故、同業

協同組合の組合長なんです

者、趣味団体などグループで募集する方法。或いは

(会場からへ え －の声)これ

一本釣りなど具体的なお話を伺えれば幸いです。

は場所と立場が変わると見方が変わるナーと思いまし

加藤DGA：

た。非常に興味深く読ませて貰いましたが、私も組合

ガバナーの話の中に、例えばソロプチミストやラ

長をやっていながら何故千畳敷と言うのか、謂われを

イオンズクラブを辞めた人とどの様に接触するかな

知らなかったです。泡垂山について、山下と言う所に

どの話も入っています。又自分はこういうアイディ

虎御前という美しい女性がいまして、そこへ曾我梅林

アがあるが地区で使ってみないかなどの提案などあ

から曾我十郎が馬を走らせて近道をするために山を登

ればもっと良いと思います。

った途端に馬が疲れて泡を吹いたので泡垂山に。そこ

百瀨さん:

で十郎が馬を元気つけるために右足で地面をどんと踏

うちの原幹事さんが学生時代水泳の選手でしたの

んだらそこの地盤から水が吹いてきてそれが｢十郎の

で、ガバナー訪問の時にお話をされると良いと思い

すすり水｣となったと聞いています。この話が鎌倉か

ますが･･･。

ら来た武士の話になっていて、所変われば･･･。大変

加藤DGA：

面白く読ませて頂きました。

それこそガバナーと話が合うと思います。

大磯は大変格調高いクラブで、風光明媚なところに
あって、大変羨ましいなと思いました。本日は有り難
うございました。
- 4 -

