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第２３０２回
■司会:新宅 文雄
◇プログラム
◇出席報告

片野 一雄

FAX：0463-61-6281

幹 事

夜間例会

井上 浩吉

平成２６年１０月２３日 （晴）№１６

■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
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(6名)小林､宮澤､石山､太田

２３０２回 19(18)

１２

58.83％

－

－

片野､大藤さん

２２３０回 19(17)

１１

64.70％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇おめでとうございます

11月9日は宿場まつりです．落語家を招いて朗多里

結婚日祝:

座を開設しますので、大勢の参加をお願いします。

笹尾政儀さん(10/25)

本日は例会終了後理事会がモロキニでありますので、
理事さんよろしくお願いします。

お祝いに美しい花束を頂き
本当に感謝感激です。あと何

今月のガバナー月信に田中敏治会員が紹介されてい

回頂けるかわかりませんが出

ます。

来る限り頑張りたいと思いま

◇幹事報告

井上 浩吉幹事

す。息子が66歳ですから結婚67年になりますか･･･。 回覧:
有り難うございました。

◇会長報告

1．RI会長ゲイリーC.K.ホアン

守屋 紀忠会長

会長を迎えて「ジャパンロー

1 1 月 3日 は 湘 南 国 際

タリーデーII

マラソンが当ホテル

の案内

を中心に開催されま

2．地区グローバル補助金提案

した。、皆さん交通

書、申請書提出についてのオリエンテーション案内

渋滞で迷惑されたと

3．ロータリー財団の年次寄付、ポリオプラス寄付

思います。２万4千

推進のお願い

人弱参加、リクリエ

4．ロータリーレート11月1ドル=106円

ーションの延長のような気持ちで参加されている方

5．週報；小諸RC

が多いような感じで、一部精鋭が走りました。私が

6．ロータリー会員向け調査結果報告書

見ていて、一番困ったことはトイレで、長蛇の列が

◇一言：大磯の歴史

出来ていました。11月は全国的にスポーツとイベン
トの多い月です。

in東京」開催

＝

左富士
井上浩吉さん

歌川広重の東海道五十三次=非常に有名な保永堂版
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の浮世絵がありますが、その中で大磯は「虎 ケ雨」

・百瀬恵美子さん： 笹尾さん結婚記念日おめでと

という絵になっています。この中で一つだけ富士山

うございます。

の絵が入っています。静岡の掛川辺りの富士山の絵

・新宅文雄さん：①笹尾さん結婚記念日おめでとう

が入ってる、これが何と左側に富士山の絵があるん

ございます。②宿場まつりよろしくお願い致します。

ですね。東海道、江戸から京に上って行く時に殆ど

・田中敏治さん： 笹尾さん結婚記念日おめでとう

富士山は右側に見えます。ところが東海道の二カ所

ございます。いつまでもお元気でご指導のほど宜し

だけ左側に富士山がある場所があります。掛川がそ

くお願い致します。

の一カ所です。これは左前方に見える。ところが全

（笹尾さんより結婚記念日祝いに対して過分のスマ

く左に見えるところがある、実は大磯の「切り通

イルを頂戴しました）

し」にあるのです。これを皆さんご存じないと思い

☆河本親秀さん：

ますが、切り通しの手前に「たてま」という休憩所

1．BICP=バングラデシュ国際協力隊；

が江戸時代ありました。その茶店で一杯やって切り

原 千 明 さ ん の ご 次男

通しを通ると初めは正面にある富士山が、道を右に

貫太さん(早稲田大学

回るとどうしても富士山は左=真西=になります。こ

2年生)は原さ んのロ

れは街道で大磯が左富士で一番有名になったところ

ー タ リ ー 活 動 に 刺激

サ

フ

ジ

ヤ

です。そこに左富士屋という茶店がありました。江

さ れ て ボ ラ ン テ ィア

戸時代からずっと続いて明治、大正から昭和まであ

活 動 に 熱 心 に 取 り組

ったと思います。その左富士屋のお団子、これがま

ん で お ら れ ま す 。最

た名物でして非常に繁盛したと言われています。

近ＢＩＣＰ=バングラ

その左富士屋さんの路地から西をめがけて富士山に

デシュ国際協力隊=を早稲田大学学生中心に立ち上

向かって行きますと、左義長院というお寺がありま

げられ、今後この活動を拡げて行きたいと願ってお

した。あまり檀家のないお寺で祭ってあるのがお地

られます。そして出来れば、その皮切りに大磯ＲＣ

蔵さんで、これが世に有名な「身代わり地蔵」とい

例会(12/4)で卓話をさせてほしいとの希望です。原

うお地蔵さんです。身の丈六尺豊かな大きなお地蔵

さんから親バカ丸出しで申し訳ありませんが、是非

さんです。肩から袈裟懸けに刀傷があるので有名で

お願いしたいとの要請が参っております。ＢＩＣＰ

す。戦争中、ここから出すお札、「身代わり地蔵」

のプロファイルも送られて参りました。今後出来れ

というお札が非常に売れました。戦地へ皆さん持っ

ば他クラブにもご紹介をと考えております。

て行って、無事に帰還するようという願いを込めて

2．地区会員退会防止セミナー参加報告：

お札が非常に売れたようです。戦後は交通安全のた

昨日、辻堂にあるアイクロス７Ｆにおいて地区会員

めの身代わり=交通安全で身代わりというのは少し

退会防止セミナーがありました。今期の渡辺ガバナ

可笑しいですが、交通事故を起こさぬように、お地

ーは会員増強よりも退会防止を重要視する方針です。

蔵さんに身代わりになって貰うと言う有り難いお札

講師は第2750地区世田谷中央ＲＣ会員として、東京

がございます。

米山友愛ＲＣおよび東京米山友愛ロータリEクラブ

今日は有名な左富士、左富士屋というお団子屋さん

創立の特別代表を務められました。3年ほど前に大

のお話でした。

磯クラブで卓話をして頂いた関博子さんでした。

☆大藤ＳＡＡ：

(関さんは現在米山友愛RC会員に移られています。

中南信用金庫では今年中に3店舗にこの大磯の「虎

国際ロータリー・ロータリーカード・第2ゾーンコ

ケ雨」を飾ることにしています。

ーディネーターでもあります)

◇委員会報告

講演テーマは「魅力あるクラブにするために~我々

笹尾 政儀さん

が手がけてきた新しいクラブ作り~」でした。関さ

・守屋紀忠さん： 笹尾さん結婚記念日おめでとう

んが特別代表として二つのクラブを作り、その後友

ございます。

愛クラブに移り若い会員達とともに作り上げてきた

・河本親秀さん： 笹尾さん結婚記念日おめでとう

活動のプレゼンでした。10カ国29人（日本人は15

ございます。

名)のクラブメンバーの中心は米山学友で、ロータ

・笹尾 政儀さん：私の結婚記念日に美しい花束を

リーの奉仕の心を学び、ロータリアンにお世話にな

頂き誠に有難く感謝申します。ありがとう

った事への恩返しに、それぞれが奉仕活動に強い意

☆スマイルボックス
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欲を持ち常に活発な議論と実践が展開されているよ

について意見が交換されました。

うで、それがクラブを常に活性化しているのが退会

I.

防止に繋がっているようです。関さんの話の後に米

クラブ奉仕活動について
1．一言=大磯の歴史(井上浩吉さん)

山友愛RCのメンバーで学友でもあるラオス出身のワ

＝今期1年間継続する。現地訪問する。

ンマニさんが自分がロータリーに入った目的が自分

2．卓話：外部卓話を充実

探しであること、人格の向上であることを話され、

会員、他クラブ会員、地区推奨、政治色の絡

感動を呼びました。

まない地域社会・自治体＝地区社協、農協、商工会、

会員の高い意欲によりクラブが活性化され、活性化

警察、教育長、小中校の校長先生、ボランティア団

されたクラブが会員の意欲を高めることが相俟って、 体、福祉団体優良企業のトップ、NPOのトップ
退会防止に繋がるというのが結論でしょうか。

2-2．例会場：例会に多様性をもたらすために

☆鈴木勝さん：

＝城山公園茶室、安田邸茶室、翠渓荘、運動

大磯宿場まつりご協力お願い：

公園植樹桜園
3．会報・広報・IT：クラブ広報のために

明後日8日に朗多里座のテント設置を行いたいと思

会報編集内容、ホームページ：＝当面このまま

います。午後1時からの予定です。出来るだけ多く

4．会員増強：今のままでは･･･危機感

の方の手伝いをお願いします。
9日は朝8時までに集合して頂いて色々支度がありま

長期目標=25名、

す。駐車場は笹尾さんのお世話で、佐野屋さんの土

クラブ紹介リーフレット作成の必要性は＝30代

地にお借りしてあります。飲物やお菓子は百瀬さん

~60代の若い会員の増強が大切、若い会員でな

が一切手配して下さいました。皆さん当日は早めに

ければ若い会員の増強は難しい。

お集まりお願いします。

大磯RC紹介リーフレット作成必要。
5．会員研修・親睦：

☆百瀬恵美子さん：
1．宿場まつりご協力お願い：

磯輪会(キリン会)の再興

先ほど鈴木さんからお

ロータリーはESS＝Enjoy, Study, Service
入りて学び、出でて奉仕せよ

話がありましたが、私
は宿場まつりの実行委

この数年は磯輪会はEnjoyのみの会になって

員長を務めておりま

しまった。創設の原点に戻って新人中心に

す。皆さんの協力で朗

親睦とロータリーについて学ぶ機会にする。

多里座を盛り上げたい

=会長に再興を委任。

と思います。そして宿場まつりを大成功させたいと

河本長期計画委員長：

願っております。お気づきの点がありましたら遠慮

今後この意見を長期計画に生かして参ります

なくお知らせ下さい。皆さんのやり易いようにして
参りたいと思います。皆さんのご協力よろしくお願
い致します。
2．ロータリー財団委員会より：
11月20日夜間例会に財団学友を招いて卓話をお願い
しました。中村直樹さんという男性です。
地区から財団寄付として年次寄付200ドル、ポリオ
撲滅寄付40ドル、恒久基金寄付のお願いが来ており
ますが、特別寄付も併せてお願いします。今月のレ
ートが106円ですが、来月は上がりそうなこともあ
り、今月中にお願いできればと思います。

卓話に変えてクラブ協議会：
=クラブ長期計画に資するために=
司会：河本長期計画委員長
大磯RCが現在行っている奉仕活動リストが配布され、
そのうちクラブ活性化に資するクラブ奉仕活動関係
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