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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 河本 親秀 幹 事 井上 浩吉

（晴）№２４第２３１０回 例 会 平成２７年１月８日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・１月１５日：夜間例会、新年会 ・１月２２日：斎藤 好正さん◇プログラム

)◇出席報告 ◇欠席者(4名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率

１８ 18(16) 75.00％ － － 小林､宮澤､石山､太田さん２３１０回

19(18) 19(17) 52.94％ － － 井上さん２３０８回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)

新築祝：原卓さん◇

ようやく12月に新築完

了し大磯に移り住みまし

た。会議が出来るように

応接室を設えましたので、

何かの節にはお寄り下さ

い。お隣の「ウナギ」を

(歓声！！)･･･・。

お祝い有り難うございました。

ポール・ハリス・フェロー・メダル贈呈◇

ロータリー財団

から

河本親秀さん 新と

にマル宅文雄さん

チプルＰＨＦのメ

ダルが届きました。

本日の食事はカボチャ・スープとミ◇大藤SSA：

ート・ローフです

◇会長報告 守屋 紀忠会長

新年明けましておめ

でとうございます。

1．新年の1週間：元日

に雪が降り積もりまし

て、明日の箱根駅伝は

大変だなと思いました

が、夕方には止んで、例年の翌日・翌々日の駅伝走

路の整理は支障なく終わることが出来ました。今年

は初めて青山学院大学が往路・復路完全優勝し、常

勝の駒沢と東洋大が沈みました。7日は七草粥、あ

と正月行事で残っているのは鏡開きと西行祭です。

2．1月7日、大磯警察署において警察署、大磯町、

大磯RC、ヤマト運輸協同の「振り込め詐欺防止キャ

ンペーン」提携式とキャンペーン用シールの贈呈式

に会長、幹事で出席しました。最近振り込め詐欺で

現金を宅急便やユー・パックで送る人が多いらしく、

それを防ぐために包装紙にラベルを貼って注意を喚

起する協同事業です。NHKの取材があり、NHKテレビ

で放送されました。

3．当2780地区2017-18年度ガバナー・ノミニー選挙

結果による確定宣言の通知が来ました。相模原南RC
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の大谷新一郎氏に決まりました。

4．本日例会後モロキニにおいて理事会を開催しま

す。

5．理事会後にIM懇親会へ中崎大磯町長の出席とご

挨拶の依頼に参ります。

6．次回例会は二宮RCさんとの合同例会の予定でし

たが、単独夜間例会に変更となりました。詳細につ

いては理事会で話し合います。

井上 浩吉幹事◇幹事報告

1．1月のロータリーレートは＄1/118円です。

2．例会変更：平塚RC

3．資料配付：Rの友、IMパンフレット

4．回覧：ザ・ロータリアン、志木RC週報

ロータリー財団ニュース1月号

5．守屋会長が町条例による表彰を受けられました。

町政に非常に貢献があったという事で表彰を受けら

れました。皆さん拍手をお願いします(拍手！！)

一言：大磯町の歴史=高麗寺門前遊女町=◇

井上浩吉さん

先般、千手観音を海から拾い

上げて高麗寺に納めて蛸之丞

の名を貰った人の話を致しま

したが、それに付け加えたい

話をします。 坊さんの隠語

の中に千手観音をひとことで

蛸という隠語があるそうで

す。そのために千手観音を海から引き上げた人に対

して、坊さんに判り易いように蛸之丞という名を付

けたのではないか？そういう解釈を私はしておりま

す。

その高麗寺は何時頃出来たのか？はっきりした資

料は残っていません。昔読んだ資料の中に役小角と
エンノオヅノ

いう呪術師が最初に高麗山を霊山にしたという話が

ありました。昔朝鮮の高句麗の王様が百済と唐の大

軍に破れて、奈良時代に日本に逃げてきました。そ

して上陸したのが大磯の高麗辺りで、そこに住居を

定めた。その時に高句麗の句を抜いて高麗にしたの

ではないか？そしてそこにお寺を建てた。 それ以

来高麗寺は非常に繁栄しました。特に鎌倉時代はも

のすごい繁栄をしまして、その門前町に大きな遊女

を抱えた遊女町が出来たことは吾妻鏡の中にも書き

記されています。その中に”愛寿”という遊女がい

て、鎌倉幕府第二代将軍頼家が大磯に来た時にぞっ

こん惚れ込んで鎌倉に帰らず、政務が出来なかった

ことが吾妻鏡に書いてあります。その他に曾我兄弟

で有名な”虎”とか”化粧坂ノ少将”と言った日本
ケワイザカ

でも有名な遊女がいたという事のお話しでした。こ

の続きは次にまた。

◇委員会報告

☆スマイルボックス 笹尾 政儀さん

明けましておめでとうございま・守屋紀忠さん：

す。今年も宜しくお願いします。

今年もよろしくお願い致します。・井上浩吉さん：

明けましておめでとうございま・河本親秀さん：

す。お正月中にやっと笹尾さんの「ひとこと」集が

出来上がりましたのでお届けします。笹尾さんには

４年間本当に有難うございました。

平成２７年の新春を迎え会員皆様・笹尾政儀さん：

のご健勝とご多幸を祈ります。

皆さん、新年おめでとうござ・百瀬恵美子さん：

います。本年もよろしくお願いします。

お坊さんが２人づれで歩いてい・新宅文雄さん：

ました。お正月ですね。解りましか・・・

明けましておめでとうございま・新宅文雄さん：

す。守屋会長 国から町から表彰され誠におめでと

う存じます。

あけましておめでとうございます。・原卓さん：

今年もよろしくおねがいいたします。

明けまして、おめでとうござい・田中敏治さん：

ます。本年も宜しくお願いします。

☆河本親秀さん：

ただ今ロンドンに留学されている高谷紗帆さん1．

と小玉千織りさんから年賀メールが来ておりますの

でお伝えします。

明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。

わたしはロンドンで新年を迎えました。

ここまでとても忙しい三か月でしたが、最前線で活

躍する医師や研究者から直接学ぶことのできる機会

を頂き、本当にありがたく感じました。今年も楽し

く、一生懸命に頑張りたいと思います。

寒さの厳しい日が続くことと思いますが、どうぞ



- 3 -

お体ご自愛ください。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

高谷紗帆

新年明けましておめでとうございます。

高谷さんの連絡先ありがとうございます。

どうやら彼女は別のコースのようで、私のコースは

5日から学校ですが、他のコースは12日からなので、

お会いできるのもまだ先になるかとは思います。

私のほうは、子供が居ると登録しておかねばなら

ない機関もあったりして、ロンドンで色々と忙しく

しています。

大磯ロータリークラブの方々にとっても素晴らし

い一年となりますよう祈念しております。

拝小玉千織

2．姉妹クラブのハワイ・ワイアナエ・コーストＲ

Ｃの昨年来訪されたケイ・バックスターさんが甥御

さんが急逝されて日本に来られました。8日がお通

夜、9日が告別式だったそうです。彼女は大磯クラ

ブの週報を日本語に訳す役目を引き受けておられる

のですが、なかなか難しくて一度相談したいとのこ

とで、明9日午後横浜でお会いする約束をしました。

毎週会報全部を英語に翻訳することはとても難しい。

特に「一言」や「卓話」の翻訳はバックグランドに

なっている沢山の情報を知っていないと、逐語訳で

は意味をなさなくなる恐れがあるので、クラブの動

きが分かる会長、幹事報告、委員会報告を中心に翻

訳されることを推奨するつもりです。もしそれ以上

の翻訳をされる場合で、分からぬことは河本に問い

合わせして貰い、支援することにしたいと考えてい

ます。

新宅文雄さん：☆

1．大磯姉妹都市協会主催のニュー・イヤー・コン

サート1月25日14時のチケットを販売(1枚2,000円)

しておりますのでご協力をお願いします。昨年デイ

トンから高校生5人に大人4名計9名が来ました。そ

の時の宿泊費用やレセプションを開いたりして姉妹

クラブの予算を全部使い果たして困っています。一

生懸命スタッフが頑張っていますので、是非支援を

お願いします。

2．先ほどスマイルで「お坊さんが二人いる、お正

月だなあ」と書きましたが･･･：お坊さん=和 尚 が
オ シヨウ

二人=お正月！？。何かの時にお使い下さい。
ツ ー

3．今年の夏ラシンから高校生5名来ます。その中の

一人が福島支援のきっかけを作ってくれたSt. Cath

erin高校IACの学生です。大磯クラブとしても歓迎

してあげたいと考えます。どうぞ宜しくお願いしま

す。

新年を迎えて各人から一言

司会進行：守屋会長

12月30日から仕事は休みで、例年田中敏治さん：

らしくなく、ずっと家におりま

した。31日の紅白歌合戦を人生4

8年目で初めて最初から最後まで

見ました。サザンオールスター

なども出ていて興味深かったで

す。何時もですと1年の計は元旦

にありという事で色々考えるの

ですが、今年はあるがままで行こう、頑張るぞと思

っています。

私は25年ぶりで事業所で年末・新野田幸嗣さん：

年を迎えました。ホテルは月

末になると何が何でも棚卸し

をやります。今年も夜中の2時

頃までやりました。総支配人

は何もしないんですが立会を

します。2時まで仕事をして、

折角大磯に来たので、「初日

の出」を拝もうと決心して早起きして元旦に出社し

て「初日の出」を待っていたのですが、生憎太陽が

出るところに厚い雲がかかっておりましてご来光を

拝むことは出来ませんでしたが、事務所に戻って、

神棚に大磯地区と鎌倉地区=今年から鎌倉プリンス

の総支配人を兼任します=の発展と従業員一同の健

勝を祈念しました。大磯に来て日々多くの先輩方と

接することが出来まして刺激的な毎日を過ごしてい

ます。本年も微力ながら大磯の発展に尽くせるよう

願っておりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

今日は天気が良く、東京から富士斎藤正淳さん：

山や大山がよく見えましたの

で、今日は行こうとやって参

りました。

今年は羊年ですね。私は6人兄

弟で末っ子です。すべての兄

は亡くなりました。しかし何

年というのはよく覚えていま
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す。一番上の兄は羊年、私は申ですので13違います。

喧嘩はしませんでしたが、説教された時など兄に反

抗する時に歌を歌います

＝兄の名前は” 肇 ”でした。この肇という字を
ハジメ

説明する時に肇 国(国をはじめる)の「はじめ」と
チヨウコク

いう説明をする必要があった。”ハナ肇”が出てき

てからはそれに変わったのですが、ハナ肇が死んで

からはそれが出来なくなってしまった＝

昔学校に登校すると新年には国歌と一緒にこの歌を

歌いました。

「年の初めのためしとて、終わりなき世のめでたさ

を･･･・」の替え歌「年の初め に嫁もろて、（肇）

尾張名古屋で子を産んで、松茸ひっくり返して大騒

ぎ、芋を食うこそ楽しけれ」(笑い)

私の場合、去年はＩＭがあり忙し新宅文雄さん：

いスタートでした。半年経って

選挙になって、それに忙殺され

ました。

今年の新年は釣り人のために

開放した港の灯台に一般の人が

来るだろうと大磯町役場の人た

ちが甘酒を80人分用意したそう

です。ところが400人も来てしまったので、甘酒を

引っ込めてしまったそうで、先ほどの話のように今

年の初日の出は上手く行かなかったようです。

今年は、兎角歳をとると過去のことを言いたがる

んですが、過去を忘れて前だけを向いて行きたいな

と思っております。

先ほど話のありましたロータリー財大藤勉さん：

団奨学生を支援することについ

て：ロータリーは恵まれた人を

支援する形になっていることに

疑問を感じます。先日原貫太君

がバングラデシュ支援について

の卓話があり、貧しい人たち困

っている人たちを支援すること

の方が優先されるべきと考えますが...？

上記疑問に対する参考情報

ロータリー財団の資金配分の原則：

1．我々の寄付金(年次寄付金と恒久基金)は3年間運

用されてから、「年次寄付額とその運用果実＋恒久

基金の運用果実のみ」の50％が地区補助金として寄

付した地区に戻され、50％はグローバル補助金とし

6つの重点て本部でロータリーの方針である下記の

に支出されます。分野

1）平和と紛争予防/紛争解決

2）疾病予防と治療

3）水と衛生

4）母子の健康

5）基本的教育と識字率向上

6）経済と地域社会の発展

2．地区補助金のうち50％以上を人道的支援目的に

使うことが規定されています。

奨学金支出は6つの重点分野に関連した専門分野、

世界の人類に貢献できる分野に限られており、奨学

生の個人的学力向上を目的とするものには支出され

ることはありません。

昨年から家を建てていまして12月始め原卓さん：

に引っ越してきて、家のこと

と仕事をやりながら休みが全

く取れない状態でした。 正

月も親戚へのお披露目等で時

間がなくて4日は夜中の2時ま

で仕事=それも税理士会の広報

の仕事をしているような状況

でした。

今年は又税理士会の中心的な仕事である総務部長の

仕事を頼まれてしまいました。ロータリーの仕事は

出来る限りやりますが、こういう状況ですので、ど

うか温かい目で見て頂きますようお願いします。

お正月ですので楽しい話をします。鈴木勝さん：

昨年12月、百瀬さんが私の

家によって頂いた時の事で

す。小磯に老人会がありま

す。1年に2-3回お楽しみ会

があり、お風呂に入って1

日楽しんで来ます。その会

に出る時に百瀬さんが来ら

れ、二人で外へ出た時、老人会の方がそこに何人か

いて、「お嬢さんですか？」私も「そうです」とは

言えないから黙っていたら、暫く経ってから「よく

似ておられますね ！」と言うわけですよ。そしてえ

少し経ったら「美人だね ！！」･････(笑い)え

何時かこの話を言つちゃおうと思っていました。

お正月なので楽しい話を････。

(会場：鈴木さんイイ娘を持ちましたね ！！！）え

正月はうちの家族はいつも3日に笹尾政儀さん：
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集まるのですが、今年は皆の

都合で元旦に集まりました。

孫、曾孫おまけに犬までも･･･。

その犬が家中を駆けずり回り

ました。元旦は非常に暖かっ

たです。窓越しに見ていると

本当にぽかぽかしていた。と

ころが午後になると珍しいものが降りました。犬は

喜んで庭を駆け回り、曾孫は雪が降ったら家に入ら

ないですね！私は冗談にこんなに雪が降ったら雪だ

るまが出来るだろうと言っていたら本当にこんな大

きな雪だるまを作りました。子供は寒さなど忘れて

しまうんですね、家に入らず一生懸命遊んでいまし

た。曾孫や孫に振り回された今年の正月でした。

私の正月は毎年初日の出を見に行河本親秀さん：

くことから始まります。今年は

朝6時過ぎに起きましたら東の

空が真っ黒な雲に覆われていて、

これは初日の出は見えないわい

と海岸に行くのをサボってしま

いました。たとえ日の出が見ら

れなかったとしても行けば良か

ったと、今になって後悔しています。

今年の三箇日は今日皆さんにお配りした笹尾さん

の「ひとこと」第三集、四集の作成に懸命に働いて

おりました。

今年は会長を引き受けることになるので自分の気

持ちを奮い立たせたいと思っています。そんな中で

15年ほどお付き合いのあるパストガバナーで和歌山

の有田市で大きな病院を経営されている成川守彦さ

んから頂いた素晴らしい年賀状の言葉を読ませて頂

きます。

夢ある人に、目標あり

目標ある人に、計画あり

計画ある人に、実行あり

実行ある人に、成果あり

成果ある人に、幸せあり

幸せある人に、ロマンあり

ロマンある人に、夢がある

今年は若返ってこういう方向でやって行きたいと思

っているところです。

今年は羊年。羊年は大きく開百瀬恵美子さん：

くと言われ、私も大きく開い

て行きたいと決意しています。

実は2日に家の中で転んでし

まいました。もの凄い勢いで

転んでしまったので皆に驚か

れてしまいました。音が大き

かったので！！心配されたの

ですが骨は何処も折れてなくて骨は丈夫なんだと吃

驚しました･･･。6日経って胸や肩の辺に紫と青と赤

の痣がいちめんに出てきて･･･。今年は若いつもり

でいるけれどしっかり引き締めて行かなくては、七

転び八起きでしっかり脚を地に着けて新たなスター

ト切って行きたいなあと思っています。

その矢先に鈴木さんから嬉しい話を頂いたのでそ

れを励みに今年しっかり頑張って行きます。今度鈴

木さんのところに行く時はもっと若い格好をして行

きます！！

今日百瀬さんから頂いたお饅頭井上浩吉さん：

(月餅)の敷紙に何か書いてあ

る。何と読むか一生懸命考え

ました。「こころしずかに

ふくきたる」今年はこれだな

と思いました。

私はこのところずっと増

強委員長を仰せつかって

おりまして、ロータリー

に福が来るというのは会員が増えて行くことであろ

うかと思います。皆さんの力を借りて少しでも多く

の優秀な会員を増強したいと思っております。じゃ

あどうやって増やして行くか？なかなかこれが大変

でして、人が多く集まる時にどうだろうという声を

掛けるんですけれど、皆さん忙しいと言って簡単に

断るんですが、これは嘘だと思います。今年は少な

くとも二人、来年は又二人と増やして行きたいと思

います。「ロータリーに福が来る」は会員増強であ

ろうと思います。お力を十分お貸し頂きたいと･･･

お願いでございます。

以 上


