★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

TEL：0463-61-1111

会：毎週木曜日

会 長

12:30～13:30

守屋 紀忠

大磯プリンスホテル

会長エレクト

片野 一雄

第２２９９回
■司会:大藤
◇プログラム
◇出席報告

勉

■点鐘：守屋 紀忠

・10月9日：渡辺ガバナー
例

会

会員数 出席数

２２９９回 19(17)
２２９７回

19

例

幹 事

会

井上 浩吉

平成２６年１０月２日 （晴）№１３

■合唱：君が代・奉仕の理想

・10月19日：地区大会
出席率

FAX：0463-61-6281

・10月23日：夜間例会・クラブ協議会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(5名)小林、宮澤、石山、太田

１２

70.59％

－

－

原卓さん

１４

73.63％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

守屋会長点鐘ハプニング：

活されています。この後、ワイアナエ・コーストRC

木槌がない･･･？！(クラブ設立以来初めて？？、

紹介のパワーポイントで卓話をお願いしています。

後藤正毅DG地区大会のオープニングでもありました

ようこそ日本へ、大磯ロータリークラブへ！！

っけ？！）大いに雰囲気が和やかに･･･。直ぐに木
槌が届いて落着！

◇ゲスト
・Mr. Jere Baxter, Mrs. Kay Baxter
（ハワイ・ワイアナエ・コーストRC）
ご紹介河本さん：
先週申し上げた友好クラ
ブのハワイ・ワイアナエ
・コーストRC会員のジェ

◇会長報告

レ・バックスター、ケイ
・バックスターさんご夫

本日はハワイのワイアナ

妻です。ケイさんは昨年

エ ・ コ ース ト RCか ら バッ ク

日本に来られた時はロー

スターさんご夫妻を迎えて

タリアンではなかったの

の例会です。

ですが、帰国されてから

守屋 紀忠会長

先週の臨時理事会の報告

入会され、現在ご夫妻とも会員でいらっしゃいます。 ： 原 千 明 幹 事 が 本 店 へ 栄 転
ケイさんは秋田県生まれで、横浜に引っ越してこ

移動されることになりまし

られ、横浜西中学校、日大藤沢高校、東京のカレッ

た の で 、10月 より 井 上浩 吉

ジを卒業されて渡米され、以来50年間アメリカで生

さんに幹事代行をお願いしました。宜しくお願いし
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ます。

◇幹事報告

(弁護士)からです。

井上 浩吉幹事代行

「アロハto Mr. Kawamoto：私は私達のゴルフとマ

原幹事が栄転されるに

カハ海浜でのパーティを覚えています。随分前の事

つき、幹事代行をする

ですね。貴方のグループが日本の歌をうたい、私達

事になりました。宜し

がハワイの歌をうたいました。あなたたちグループ

くお願いします。

と一緒で楽しかったです。又訪問して下さい。その

・例会変更：平塚RC、

日まで！」
15-6年前に大磯のメンバー6-7人でワイアナエ・

平塚南RC
回覧

コーストクラブを訪問したことがあります。今残っ

・週報受領：茅ヶ崎RC、寒川RC、志木RC

ているのは笹尾さんと私だけですね！。

・第11回湘南よさこい祭2014実施報告書

2．地区で財団奨学生の募集があり、昨日それに応

・聖ステパノ学園・エリザベスサンダース・ホーム

募したいので推薦お願いしますという申し入れがあ

小学校教室建て替え事業募金趣意書

りました。国府本郷在住の児玉さんという女性です。

・ワイアナエ・コーストRCメンバー21名

書類を揃えてクラブに届けて頂く様お願いしておき
ました。書類を見た上で一度お会いして決めたいと

よりの手紙=英語・日本語翻訳付=
配布

考えます。締切が10月31日ですので、早急に取り進

・ワイアナエ・コーストRC提供のオアフ島地図、ワ

めたいと考えます。

イアナエ・コーストRCのリーフレット、週報。第25

◇卓話
ワイアナエ・コーストRC紹介

00地区(ハワイ地区)7-9月四半期報告書
・ロータリーの友、2298回例会会報

◇委員会報告
☆スマイルボックス

ケイ・バックスターさん
笹尾 政儀さん

・守屋紀忠さん： バックスター御夫妻、大磯ロー
タリーへようこそよくいらっしゃいました。本日は
よろしくお願いします。

・井上浩吉さん： バックスターさんようこそいら
っしゃいました。今月から幹事を引受けました。よ
ろしくお願い致します。

・河本親秀さん：ﾜｲｱﾅ・ｺｰｽﾄＲＣ ジェレ・バック
スターケイ・バックスター夫妻ようこそ心より歓迎
します。

・百瀬恵美子さん：Kay and Jere Baxterさんよう
こそいらっしゃいました。

・新宅文雄さん：Kay and Jere Baxterさんようこ

この度は夫のジェレと私をご招待下さり有り難う

そいらっしゃいました。楽しむにしています。

ございます。私達がワイアナエ・コーストRC(以下W

・田中敏治さん： ケイアンドジェレ・バックスタ

CRC)から派遣された目的は

ーケイさんようこそいらっしゃいました。宜しくお

長い間廃れていた姉妹クラブの関係を再開すること

願い致します。

です。その為、メンバー皆が手紙を書きアロハ=心

ケイさん： 皆さん有り難う

からお会い出来て嬉しいというハワイでは一番温か

☆河本親秀さん：

い言葉です。昔お会いした人達は大変感銘を受けた

1． 皆さん回 覧でワイア ナ

事を覚えていて、又来て下さいというのと自分たち

エ・コーストのメンバー21

も大磯に来てプレゼンテーションしたいという人も

人から挨拶状が来ました

ありました。ワイアナエ・コースト海岸は20マイル

が 、1枚だけ 私宛に来た の

の長さがあり、五つの町があります。私達は毎週火

がありますのでご披露しま

曜日１２時にマカハ・ヴァレイ・カントリークラブ

す。アンソン・レエゴ氏

で例会をします。毎週スピーカーが来て話をしてく
- 2 -

れます。その人達は奉仕団体の人や地域の議員さん

・ワイアナエ・コーストには高校が2校有ります。

等です。

ワイアナエ高校には2500人の生徒がいます。海岸に

この後、パワー

沿って建つ高校はアメリカ全国で此処だけです。部

ポイントで編集

活でシーライダーと言う名でアマチュアの映画制作

された写真57枚

をしていて、先生の指導でドキュメンタリーを作っ

を使って、美し

ていて、全国的に認められており、一般アメリカ映

いワイアナエ・

画のエミー賞を獲っています。

コーストの海の

・もう一つナナクリ高校があり、2千人以上の生徒

景 色 や 、 例会

がいます。

場、メンバーの

・ハワイ全体の人口は140万人、ワイアナエは4万6

集 合 写 真 、会

千人

長、幹事、主要

・WCRCの最大のプロジェクトは奨学金で、カレンダ

役 職 者 、 卓話

ーやボーリングなどのイベントで上げた資金で今年

者、委員会グル

254,000ドルを５島(ハワイ全島）からの49人に大学

ープ等の写真、公共施設、学校、WCRCの奉仕活動に

進学奨学金を出した。

ついてプレゼンをされました。以下はその要点を纏

・ポリオ撲滅のためにコーヒ・マッグ(取っ手つき

めたものです。

コップ）を20ドルで売り、10ドルをビル・ゲイツ財

・全メンバーは29人と名誉会員3名。

団のマッチング寄付に提供しています。

・ハワイの挨拶：Be Happy to=親指と小指を立てて

卓話は以上

振る。今日は！如何ですか、皆さん元気？の意
・私はシアトルで33年住んで働いていまして友達も

会場との質疑応答

沢山います。今はシアトルで7ヶ月、ハワイで5ヶ月

・日系人は何％くらいいますか：ハワイ人が

住んでいます。シアト

ルのカークランド・ダウン

日系人(三世)は20~30％,その他20％・ハワイへ遊び

タウンRCにメークアップしています。ロータリーは

に1ヶ月くらい滞在する時、家を一軒借りるかホテ

どこへ行っても兄弟のようにとても温かく迎えてく

ルに泊まるかどちらがよいか：バケーションレンタ

れます。

ルというの

・ハワイはとてもリラックスしたところで皆さんの

アナエからホノルル空港まで45分くらい。ワイキキ

立派な服装と違って短パンにTシャツで例会に来ま

やアリゾナ・メモリアルなどは1時間くらい。会長

す。だけど中身は皆さんと一緒です。世のため、人

が皆さん来られるならWCRCで準備すると言っていま

の為働きたい人達です。

す。

・毎年アマチュアの写真を公募してカレンダーを作

・ハワイのオフ・シーズンは:6月~10月。12~4月ハ

ります。昨年は2千部作り売れたのが1,800部。今年

イ・シーズン

は1,500作る予定。売上金は奨学金や色んな寄付に

・産業は観光のみ

使います。

・ホノルルには大病院があり、ドクターも日系が多

会員がファーマース・マーケットで何週間もカレ
ンダーが売れるまで3=4ヶ月出店します。

49％,

があって、1ヶ月4千ドルくらい。ワイ

い。(日本語が通じる)
・カメハメハ王朝は無くなったが子孫は残っている。

1部5ドル。

・ハワイに独立運動はあるか：アメリカの中にいる

・会長はArakaki（アラカキ）さん、沖縄出身三世、 方が安全と考えているので、それはない。
軍人の将校の出です。インターアクトクラブを作っ
て高校生を指導しています。

ジェレさんより一言:

・雪もないのにクリスマスを盛大にやります。WCRC
からクリスマス・フロート（山

車を出します。

バッテリーが無くなる前に･･･、皆さんのご招待
有り難うございました。本当に嬉しく思います．そ

・ベテランズ・デー=軍人感謝の日にはIACの高校生

のうちに皆さんの顔とマカハの方で会いたいです。

がパレードに参加します。

マハロ！有り難う。

・ワイアナエ・コーストには小学校が10校あります。
WCRCは10校の全3年生に辞書を配ります。
・海岸にWCRCの看板を建てました
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守屋会長よりお土産手渡し

全員のグループ写真撮影

例会前のスナップ
江島神社にて

英語で会話楽しそうです
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