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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 井上 浩吉

（晴）№１６第２３０２回 夜間例会 平成２６年１０月２３日

■司会:新宅 文雄 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：手に手つないで

・11月6日：理事会・11月9日：大磯宿場まつり・11月20日：夜間例会、財団学友田中正樹氏◇プログラム

小林､宮澤､石山､太田◇出席報告 ◇欠席者(6名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

19(18) １２ 58.83％ － － 片野､大藤さん２３０２回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２２３０回 19(17) １１ 64.70％ － －

◇守屋紀忠会長：点鐘

今日は原千明さん勤務地移動による退会歓送会、

交代で入会された野田幸嗣さん入会歓迎会を兼ねた

夜間例会です。ゆっくりお過ごし下さい。

◇おめでとうございます

誕生祝：

斉藤好正さん(10/24)

歳は数えないようにして

います｡フランスの哲学者

が言っていましたが、「歳

をとると日時の飛び方が速

くなる」と。それをひしひ

しと感じる歳になりました。

結婚記念日祝：

新宅 文雄さん(9/15)

去年は貰う気になれなか

ったのですが、今年は少し

距離を置いて、昔のよかっ

た事を思い出しながら頂く

事にしました。有り難うご

ざいました

◇出席報告：井上浩吉さん

本日は太田さん、片野さん、大堀さんから残念な

がら出席できません、盛会を祈りますというコメン

トが参っております。

◇会長報告 守屋 紀忠会長

1．地区大会報告

10月18、19日、横須賀メルキ

ュールホテルと横須賀芸術劇

場で行われました。

(1)地区大会表彰

・米山記念奨学会寄付感謝状

(地区第4位)

・地区大会長寿表彰祝品伝達

：笹尾政儀さん

(2)18日は会長幹事会で、私達で行ってきました。

午前中選挙人会があり、3年に1回開催される規定審

議会に当地区から提案する立法案・決議案6案に対

しクラブから投票され、うち5案が賛成投票で提案

が決定されました。落ちたのはRIテーマを3年継続

して使用するという提案でした。

午後は会長幹事会があり、C.KホアンRI会長代理と

して杉谷卓紀RI理事(2720地区=大分・熊本=玉名RC)
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が出席され、開催されました。

各委員会報告の後、指導者研修セミナーがあり、そ

の講師として、今回米山奨学会理事長になられた小

沢和彦さん(元RI理事）の講演がありました。

(3)19日は大会が行われました。例年通りの進行で

した。記念講演には元総理大臣の小泉純一郎さんが

現役時代と同じ髪型=ライオン？=で頭を振りふり話

されました。内容は原子力発電の停止・廃止を中心

に話されました。大変迫力のある話でした。

2．昨日の第8G会長・幹事会報告：

(1)今年度のIMの内容が本決まりになりつつありま

す。

日 時：2015年2月7日(土) 13:30より

会 場：サンライズ・５F 紅葉の間

受 付：13:00~13:20

講演会講師：榊原智子さん=読売新聞社・東京本社

調査研究所・主任研究員=国の諮問機関である社会

保障制度国民会議委員

(2)ロータリーデー開催計画

目 的：ロータリーの公共イメージの向上

日 時：2015年2月22日(日)

計画内容：最寄りの駅の清掃=大磯駅清掃

今後もっと検討する予定。

(3)ロータリーカード=クレジットカード=加入のお

願い。(前例会でリーフレット配布すみ)このカード

で買い物すると、その金額の0.3％が自動的にロー

タリーの収入に振り替えられますので是非加入・使

用して下さい。

地区大会長寿表彰祝品伝達：笹尾政儀さん

米山記念奨学会寄付感謝状(地区第4位)

◇幹事報告 井上 浩吉幹事

例会変更：寒川RC

回覧：寒川RC会報、ロータ

リアン誌

ロータリー財団卓話

者派遣の通知

大磯町社会福祉大会

開催のご案内

ガバナー月信=田中さ

んの写真掲載

◇委員会報告

☆スマイルボックス 笹尾 政儀さん

斎藤好正さん誕生日おめでとう・守屋紀忠さん：

ございます。原千明さん幹事ご苦労様でした。野田

幸嗣さん入会おめでとうございます。

原さんこれからもお元気で頑張・井上浩吉さん：

って下さい。お世話になりました。野田さんよろし

くお願い致します。斎藤好正さん誕生日おめでとう。

新宅さん結婚記念日おめでとうございます。

原さん いろいろお世話になり有・河本親秀さん：

難うございました。新任地での御活躍をお祈りして

います。野田さん ようこそ 歓迎致します。今後よ

ろしくお願いします。

新宅さん結婚記念日おめでとう・河本親秀さん：

ございます。斎藤好正さんお誕生日おめでとうござ

います。

原さん お世話になりました。野・斎藤好正さん：

田さん ようこそ よろしくお願い致します。

原千明さんありがとうがざい・百瀬恵美子さん：

ました。野田幸嗣さんようこそよろしく。新宅さん

斎藤さんおめでとうございます。

野田幸嗣さん原千明さんの歓送・新宅文雄さん：

迎会を祝して。斎藤好正さんの誕生日を祝して。

結婚記念日の花ありがとうござ・新宅文雄さん：

いました。

野田さんおめでとうございます。・田中敏治さん：

これからも宜しくお願いします。原さんお世話にな

りました。少しの時でとっても残念ですが、これか

らも宜しくお願い致します。新宅さん結婚記念日お

めでとうございます。斎藤さん誕生日おめでとうご

ざいます。

原千明さん、大変 お世話になりまし・原卓さん：

た。お身体にお気を付けて、益々のご活躍をお祈り

しております。
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☆大磯宿場まつり：鈴木勝社会奉仕担当

11月9日(日)に開催され

ます。例年出店場所の草

刈りを11月2日9:00より

行います。また前日8日1

:00から小屋がけなどの

準備をします。当日は8

時から準備を始めますの

で、是非皆さんのご協力

をお願い致します。。駐車場は笹尾さんのお世話で

何時もの佐野材木店の駐車場をお借りします。

大磯提供の宿場寄せは春風亭昇乃進(真打)によって

第1回が11時から、第2回が13時から始まります。

☆河本親秀さん：財団奨学生の推薦

先日報告しましたが、グロ

ーバル奨学生応募者の小玉

千織さんの応募書類が郵送
チ オ リ

されて昨日到着しました。

面接の上推薦をすることを

伝えてあります。応募締め

切りが10月31日であり、30

日のクラブ例会は休会なの

で、会長、幹事の都合にあ

わせて面接することにしたいと思います。

驚いたことに小玉さんは我々が推薦した高谷紗帆さ

んの留学されているLondon School of Hygiene and

Tropical Medicineに現在修士留学中で、赤ちゃん

を産むために実家に一時帰国されています(この5月

に無事出産)。来年9月に修士課程を終わり、博士課

程に進むための奨学金を受けたいという希望です。

熊本高校を卒業されてすぐアメリカのニューヨーク

州立大学に留学(数学専攻)、帰国されて島根大学医

学部に学士入学され、研修医期間を終わられてロン

ドンに留学されているとても志の高い優秀な方です。

地区の試験に合格されましたら一度大磯クラブの例

会に招待したいと思います。

例回終了点鐘

歓 送 迎 会

乾杯：笹尾政儀さん

大磯クラブは原さんに非常に

お世話になりました。本当に有

り難うございました。野田さん

ようこそ。皆さんから結構注文

がありますから(笑)よく聞いて

下さい。

原さん栄転おめでとうございます！

お元気で！

野田さんこれからよろしく頼みますよ！

大磯クラブが栄えますように！

皆様のご健勝を祈って！

乾杯！！

◇花束贈呈

原千明さんへ クラブと原卓さんからの花束

野田幸嗣さんへ クラブから

野
田
幸
嗣
会
員
歓
迎
会

原
千
明
会
員
歓
送
会
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この後、出席者全員から原さんに対する感謝の言

葉、折角幹事になって大いにクラブの雰囲気が前向

きになってきたのにと残念がる声、7年間の思い出

話、人となりを称揚する言葉、東京オリンピックを

控えてスポーツ関係営業担当責任者に抜擢された事

から将来を大いに期待する励ましの言葉等々1時間

超、楽しい歓談の時を過ごしました。

◇野田幸嗣さん挨拶：

原さんより1年後輩で入

社、非常に怖い先輩で

す。更に怖いのは原さん

のお兄さん(オリンピッ

ク選手だった)の存在で

した。

私は静岡県三島市で生ま

れました。母親の実家は

平塚の萬田にあります。湘南造園の会長の妹です。

それでこの地域は子供の頃から馴染みが深いところ

で、ロングビーチにはよく行きホテルもよく利用さ

せて頂きました。ました。

私が会社に入って殆ど本社勤務です。一番長かった

のは堤義明の秘書を12年間、26歳から38歳まで秘書

感
謝
の
一
言

をしていました。その後色々な仕事をして、本社で

プリンスホテル全体の購買部長をしておりました。

このたび原の後任として10月1日付けでこちらに赴

任しました。原と一緒にお得意を回りまして、原が

地域によく溶け込んで地域と密接な関係を持って仕

事をしていたなと言うことを感じまして、これは是

非私も引き継いで行かなくてはならないなと思って

おります。ただ私は原とはキャラクターが違います

ので原のように皆さんを賑やかに盛り上げて行くと

言うことは苦手ですが、一生懸命ロータリーの活動

もやらせて頂きます。地域の皆さんとの親交もしっ

かりと結んで行きたいなと思っております。若輩者

ですが色々ご指導頂いて、この職をしっかりと努め

させて頂きたいと思っておりますので、よろしくお

願い致します。

☆原千明さん次男寛太君(早稲田大学2年生)

の国際奉仕活動紹介卓話：

父親のロータリー活動の影響からボランティア活

動に目覚め、早稲田大学学生を中心にバングラデシ

ュ国際協力隊を立ち上げ、バングラデシュの貧困問

題解決支援を始められました。この運動を社会に広

げるために、ロータリーの協力を得たいお考えで、

大磯RCで話をさせてほしいとの希望を寄せられまし

たので、12月4日の例会で卓話をお願いすることに

なりました。(河本プログラム担当)

本
日
の
食
事


