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ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名)小林､宮澤､石山､鈴木、

２３２０回 18(16)

１０

62.50％

－

－

太田、原さん

２３１８回 18(16)

１１

68.75％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇おめでとうございます

の欲もない。一番いけないのは食欲がない。二日ぐら
誕生日祝：

い食べなくてもちっともお腹が空かない。それで痩せ

河本親秀さん

ましたね。バンドの止め穴を二つ増やしたのに未だ少

(3／24)

し余っている。欲はないといけません。

85回目となり

それから連れ合いがいないといけません。いればち

ました。近頃は

ょっと旅行にでも行こうという気になるが、今はそん

今後何年生きる

な気は全然ないですね！(会場からハワイへ行きまし

んだろうか？残

ょう!!の声)

りは確実に少な

本当に何の欲もない！連れ合いがいれば話が出来る

くなっているの

し食事もできるが･･･。皆さん奥さんとは出来るだけ

で、自分なりの

話をしなさいよ！(会場：一生懸命やってます。笑）

生き様の集大成を作らねば、それには1年1年を大切に

「これ美味しいね」、「うん」、これだけで良い！！

生きることが大切という思いが募っています。前には

（拍手）

笹尾さんという手本がおられるので見習いながら行き

◇会長報告

たいと思います。特に今年は7月からは会長を務める

1．2013-14年度100

ので頑張ります。

％「財団の友」会

笹尾政儀さん

員のクラブと「毎

(3／29)=90歳

年あなたも100ドル

お祝い有り難うございます。お

を」クラブの表彰

正月の餅を沢山食べて、知らぬ間

が決まりました。4

に随分歳を取りました。

月19 日の地区研修

最近は欲がなくなりましたね。何

協議会で表彰されます。
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守屋 紀忠会長

2．中井町のホスピス休止公表から日野原さん再開意

ンスホテルに依頼が来ましたので、ホテル内にポスタ

欲：今月末での休止を公表していた日野原氏(103歳)

ーを展示、チラシの配布、プールの象徴である10メー

の肝煎りのホスピス「ピースハウス病院」(中井町21

トル飛び込み台をブルー・ライトで染め上げることに

床）が再開を惜しむ声が数多く寄せられ、財団理事長

しました。先日神奈川県自閉症協会の会長が来られた

の日野原氏が決断し、「最後の仕事のつもりで頑張る

時に大磯クラブ会員であるので、例会で協力をお願い

と話しているという。(朝日新聞切抜き資料) 平塚富

しましょうという事になり、守屋会長宛の協力お願い

士見ＣＣに隣接する病院で、元ゴルフ場関係者の牛舎

の文書とポスター、チラシを預かりました。どうど協

が潰れた後に日野原先生が建てられたホスピスです。

力を頂ける方はポスタ－、チラシをお持ち下さるよう

このホスピスは看護師27人、患者が10人で、他の仕事

お願い致します。

をしてないので採算がとれない。それに今月末を以て

◇幹事報告

看護部長と副看護部長が退職することになって、それ

1．2015-16/2016-17年度財団補助金管理セミナー開

と一緒に看護師の殆どが退職すると言い出した。院長

催のお知らせ。日時：4月4日（土)

が説得したが実らず、理事長の日野原さんが決断し閉

井上 浩吉幹事
13:00~17:00

場所：辻堂「アイクロス」

鎖を決めたのですが、休止を惜しむ声が数多く寄せら

2．2015年度新規米山奨学生及び継続学生のための

れたため、日野原さんが再開を決めたものです。

オリエンテーション開催の案内

ここの看護師には元会員の星さんの奥さんが務めてお

3．回覧：週報=小諸、志木、寒川ＲＣ

られました。

◇一言：井上蒲鉾店の魚肉のカステイラ

このような癌患者を看取るような病院は数少ない事、

井上浩吉さん

又ここの経験を経て多くの看護師が他の病院で同様の

3月20日の朝日新聞に掲載さ

仕事を受け持つという学校のような存在であり、無く

れた「百年前の包装紙」の中

なることは大きな支障を来します。103歳の日野原さ

に書かれていた魚肉のカステ

ん=笹尾さんより一回り先輩=が頑張ると言うことが大

イラ。これがどんなものであ

きく報道されので取り上げました。

るか？実は私は全然知らない

3．世界自閉症啓発デーのポスター掲示依頼について

んです。考えられるのは魚肉

野田会員から話して頂きます。

の中に卵黄を入れてよくかき

☆野田幸嗣会員：

混ぜ、ちょっと味付けをし、伊達巻きでなく厚焼きに
私の元仕事上の知り合いの

してカステラのようにしたもの。これは食べられるの

方の子供さんが自閉症で、以

ですが蒲鉾とは違った美味しさがある製品になろうか

前からプリンスホテルに「世

と･･･．一度作ってみて旨ければここへ持ってきて皆

界自閉症啓発デー」にポスタ

さんに食べて頂こうと計画しています。

ー掲示とライト・イット・ア

井上蒲鉾店の記事（毎日新聞）が3月9日にも出てい

ップ・ブルーへの協力依頼が

まして、これは吉田さん（吉田茂首相）と私のやりと
あり、本社始め東京プリンス、 りが一面の余録の中の記事になっていました。吉田さ
パークタワー、品川プリンス
んから「はんぺんのような形で蒲鉾が作れないか」と
など主要なプリンスホテルに

いう注文が来た。丁度親父が留守で、私が受けたんで

ポスター掲示やブルー･ライト

すけど、吉田さんが何を言っているか分からないで･･

アップをして参りました。 4

･。「はんぺんであってはんぺんでない蒲鉾」を一応

月2日が国連が定めた世界自閉

作って持って行ったんですが、これは違うよと言われ

症デーで、この日は建物など

て、二度目に作ったのが「蒲鉾の形をしたはんぺん」

を青く=青が自閉症の色=光で

を持って行ったら、「これも違う」。よくよく考えて
照らす事によって広報します。 も、どうしても分からない。吉田さんの息子の吉田健
昨年は東京タワーや大阪城な
一が「私の食物史」の中に大磯のはんぺんというのを
ど全国80カ所以上が青色にラ

書いている。これが読売新聞のコラムに出ていて、そ

イトアップされました。東京タワーの点灯式には厚生

の中に原料が何であるかを書いてある。その原料が沖

労働大臣や安倍首相夫人が出席しています。

ギスと書いてある。沖ギスは深海魚で100尋から200尋

この度私が大磯プリンスに来たことから、大磯プリ

の所に沢山いる。この身を使って製品を作るとはんぺ
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んのようで蒲鉾が出来ると言うことにハタと気がつい

していましたが、タオル（@\143）になれば一家に1枚

た。気がついた時はすでに吉田さんはこの世にはおり

というような配り方をする様なことを考える必要があ

ませんで、残念ながら希望を叶える事ができなかった。 りと思います。今後検討します。
この記事には私の名前と年まで出ていました。手前味

２．公共イメージセミナー出席報告

噌でございます･･･。

3月17日（火）地区主催公共イメージセミナーに出

◇委員会報告

席しました。現在のＲＩの3大戦略は会員増強、ポリ

笹尾 政儀さん

オ撲滅そして公共イメージの向上です。皆さんにお配

・守屋紀忠さん：誕生祝、笹尾さん、河本さんおめ

りした印刷物は、公共イメージを向上するために、ロ

でとうございます。

ータリアン誰もが一般の人達に1分間でロータリーを

・井上浩吉さん：河本さん、笹尾さん誕生日おめで

説明できるようになる事を目指して、ロータリアンか

とうございます。

ら募集された1分間スピーチ作品から選ばれた最優秀

・百瀬恵美子さん：ホワイトデーありがとうござ

作品と優秀作品2点です。私はタオル配りの時にこれ

いました。

を編集して大磯ＲＣのＰＲを入れた文書を作成、タオ

・田中敏治さん：河本さん、笹尾さんお誕生日おめ

ルに付けて配りたいと考えています。

☆スマイルボックス

又次年度、これらを活用してロータリーの認識を更

でとうございます。いつまでもお元気でいて下さい。

に深めたり、会員増強用に使いたいと考えています。

◇各種報告とお願い
河本 親秀さん

3．4月19日（日）地区研修協議会が横須賀市にある県
立保健福祉大学において開催されます。次年度主要な
役職に付かれる会員のための研修会です。是非ご参加
お願いします。
（次年度の役職名）
会長部門：河本親秀 会長
幹事部門：大藤 勉 幹事
会員増強部門：井上浩吉 会員増強委員長
クラブ奉仕部門：百瀬恵美子会長エレクト
奉仕プロジェクト部門：鈴木さん代理
守屋直前会長
Ｒ財団部門：太田知加子財団委員長
新会員部門：田中敏治さん

先ほど守屋会長から話があった中井町のホスピス=
ピース･ハウス＝には私が最も敬愛していたお隣2590
地区の同期の青山パストガバナーの終焉の場所でした。
10年ほど前、3ヶ月ほど毎週お見舞いに通いました。
とても良い環境とケアで心静かに旅立たれました。大
変心に残っている場所です。復活されることを期待し
ます。
1．毎年なぎさの祭典で配っている大麻･薬物乱用防止
･脱法ハーブ防止の「ダメ・ゼッタイ」キャンペーン
の団扇を今年からタオルに変えることが3月5日の理事
会で決定され、永正（株）というタオル屋さんから大
磯ＲＣ名に大磯のキャラクター「いそべえとあおみ」
のイラストを組み合わせたデザインのタオルの見積も
りを取り寄せました。タオルの他に「ミニハンカチ」
や「ミニ巾着」などのアイディアもありましたが、最
終的にブルーのタオルに紺色でデザインを印刷したも
の（ポリ袋入で大磯ＲＣのＰＲ印刷物を入れる）に決
まりました。団扇（@\80）は祭典来場者一人一人に渡

野田幸嗣さん
４．本日配布のガバナー月信3月号13ページに大磯Ｒ
Ｃが実施しました「振り込め詐欺注意喚起シール1万
枚贈呈」の記事が掲載されていますのでご覧下さい。
５．ガバナー月信4月号に第8グループ奉仕活動紹介が
掲載されます。当クラブからは
（1）財団グローバル奨学生が高谷さん、小玉さんと2
年連続選ばれたこと。更にお二人ともLondon School
of Hygien& Medicinesで熱帯感染症を専攻されるとい
う奇縁もあった事。
（2）笹尾さんのロータリー談義を含む四方山話の
「ひとこと」131話が終了し、大磯の歴史家井上さん
の大磯の歴史の「一言」に切り替わったこと。
（3）大磯なぎさの祭典うちわ配り、大磯宿場まつり
実施紹介。
以上を約600字に纏め、写真4枚と共に投稿しました。
1分間スピーチの今後の活用法について、新宅さんと
の意見交換がありました。
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