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・４月30日：休会（定款適用）・５月7日：ゲストスピーカー原貫太様、理事会
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(7名)小林､宮澤､石山､大藤、

２３２４回 17(15)

８

53.33％

－

－

斎藤(正)、笹尾、原さん

２３２２回 17(15)

１１

73.33％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇黙祷：守屋会長

2）財団、米山寄付が第8グ

会員の 鈴木勝さん が4月18日に亡くなりました。大

ループは両方ともビリと言

変残念です。心よりご冥福を祈り黙祷致します。

うことで順位を上げたいと
ガバナー補佐から要望があ
りました。

◇おめでとうございます
誕生祝：

3）ロータリー・カードの中

守屋紀忠さん

のビジネス・カードにクラ

(4／20)

ブで一人以上加入して欲しい。

75歳、後期高齢

4）加藤ガバナー補佐が平野新ガバナー補佐を帯同、

者の仲間入りし

5月21日に挨拶に来られます。

ました。4月にな

5）湘南よさこい祭りが6月1日11:30~17:00まで、見

る前から保険証

付台広場と湘南サモールで行われます。大磯ＲＣは

が来てそうかと思いました。新聞を見ましたら75歳

第8グループ申し合わせの通り1万円の寄付をします。

以上が12.8％，14歳以下が12.4％，65歳以上になる

２．大磯町美化キャンペーン：最初5月31日と言っ

と3,300万人、26％、4人に一人は65歳以上。日本は

ていましたが5月24日に変更になりました。振り替

後期高齢者の国になってきましたが私もその一員と

え例会28日は変わりません。

してやって行きます。

３．鈴木さんの奥さんと息子さんが挨拶に来られま
す。

◇会長報告

守屋 紀忠会長

１．第8グループ会長・幹事会報告(4/22)：

◇幹事報告

１）次年度の目標を5月1日までにオン・ラインで入

回覧：志木ＲＣ週報、ザ・ロータリアン

力して欲しい

配布：ガバナー月信
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井上 浩吉幹事

☆百瀬 恵美子財団委員長
◇一言：鴫立庵の建物

井上 浩吉さん

4月19日の地区研修会で

最初に鴫立つ案を造った人

大磯ＲＣは2013－14年度1

は崇雪（そうせつ）という

00％「財団の友」会員ク

人で、現在の鴫立庵とは庵

ラブ及び「毎年あなたも1

が全然違います。最初の崇

00ドルを」クラブの表彰

雪が住まいとして造った庵

を受けました。昨年に続

は鴫立澤庵という扁額が掛

き表彰を受けました。こ

かっておりました。40~50

のダブル表彰を受けたのは9クラブありました。皆

年相雪は住んだと思いますが大淀三千風が建て替え

様のご協力有り難うございました。次の河本年度も

た時に二棟造っております。一つは東往舎（庵室）、 よろしくお願いします。
もう一つは秋暮亭（俳諧道場）を造って自分も住ん

☆新宅 文雄米山記念奨学生カウンセラー：

でいたようです。その後西行を安置する西行堂を建

4月11日、米山

てました。入っていって左側に法虎堂がありますが、 カ ウ ン セ ラ ー オ
これは寄付によって造られました。案外知られてい
リエンテーショ
ないのですが吉原の遊女がお金を出し合って法虎堂

ンに河本次年度

と虎御前の木像を寄進しています。そういう謂われ

会長と出席しま

があって鴫立庵は成り立っています。

した。学生の名

その奥におそらく如来堂というお寺があったんで

前はアルウイン・スプリアント君＝インドネシアで

はないか？奥に入って行き詰まりのところが平らに

す。現在東海大学大学院修士課程で観光マーケティ

整地されている。そこに如来堂があったと思うんで

ングの研究をしています。修士ですので、奨学金は

すが現在は跡形もない。

月14万円です。当日4月、5月分が支給されました。

五智如来という石像がありますが、これは遠くにあ

6月からはクラブから毎月奨学金を手渡すことにな

ったものを三千風が移転したと聞いています。

ります。彼は来日8年目で日本語はペラペラです。5

一番奥にもう一つの建物がある。これは昭和10年

月14日にクラブに来て貰い、自己紹介して貰います。

頃神林時処人（かんばやしじしょじん）と言う庵主

インドネシアは人口で世界第4位です。1位は中国、

が孫文から頂いた大理石の小さな像があります。そ

2位はインド、3位はアメリカです。ＡＳＥＡＮ10カ

の像を祭って大々的に宣伝したという記録が残って

国＝インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベト

おります。

ナム、ミヤンマー、カンボジア、ラオス、タイ、シ

◇委員会報告

ンガポール、ブルネイ＝に属し、ＧＤＰは世界で10

☆スマイルボックス

太田 知加子さん

数番目ですが、一人当たりでは60数番目です。アル

・守屋紀忠さん：７５歳にな

ウイン君はイスラム教徒で、豚だけは絶対食べては

りました。

いけないので、来訪の節は特別の食事を提供する必

・井上浩吉さん：守屋会長誕

要があります

生日おめでとうございます。

＝野田プリンスホテル総支配人からハラルというイ

・河本親秀さん：守屋さん誕

スラム教徒用の食事に対応できるとの事で安心＝

生日おめでとうございます。

6月からは毎月第2週目の例会に出席して貰うように

・百瀬恵美子さん：守屋会長

します。

お誕生祝いおめでとう。

故鈴木勝さんの奥様とご長男が御礼のご挨拶に来訪

・新宅文雄さん：４月９日の職場見学にご協力頂き

されました。
ご長男挨拶：先日20日、21日の葬

有難うございます。修理に出していたロボットが元
気になりました。

儀を滞りなく済ませることが出来ま

・太田知加子さん：守屋会長 お誕生日おめでとう

した。父の死に際してご弔問、ご会

ございます。

葬頂き,更にお生花まで頂戴しまし

・田中敏治さん：守屋さん、お誕生日おめでとうご

て有り難うございました。父は農業

ざいます。

一筋でやってきました。頑固な父親でしたが晩年＝
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15年と聞きましたが＝ロータリーに参加させて頂き

☆河本会長エレクト

まして違う職種の方とお付き合いが大分広がりまし

報告しました以外に多くの情報、学びがありました

て、昔とは変わったなと見ておりました。父からは

が、それ等は次年度に向けて折々に皆様にお知らせし

ロータリーの話をよく聞きまして、父にとっては良

たいと考えています。

い思い出だったのだなと思います。父とお付き合い

3回目の会長を務めることになりますが、出来るだ

頂きまして有り難うございました。

け若い方に活躍頂けるように努めて参る所存ですので

新宅さん：奥様は鈴木さんと結婚後間もなくから約

よろしくお願い致します。

30年にわたり、祖父母の介護をされたそうで、鈴木

これから会議に参加された方から、報告、感想を話

さんは頭が上がらないんだよとよく言ってました。

して頂きます。

鈴木さんはクラブで大磯の昔話、小磯の習慣、農業

☆太田 知加子さん財団委員長部門：皆さん立派な

高校時代の話など楽しい話を上手にされて面白い嫌

方が多くて･･。女性は5~6人しかおられなくて驚き

みのない方でした。

ました。これから一所懸命やりますのでよろしくお

守屋会長 ：先日の葬儀に平塚

願い致します。

の2クラブが出席できなかった

☆田中敏治さん新会員部門：昨年8月に入会して今

のでお香典をこちらに届けて

回初めて新会員の講習に参加して，ロータリーの本を

こられましたので、奥様にお

読んだりしても分からなかった事や理解できなかった

渡しします。

事が分かり、目的なども話して貰えたので大変意義が
あった。今まで米山梅吉さんや米山奨学金の名前は聞

奥様から志として金一封をスマイルボックスに頂き

いていましたがきちんと教えて頂いてぼやけていた部

ました。

分がよく分かって本当に良かったと思っています。

☆守屋 紀忠さん奉仕活動委員会部門：鈴木さんの
奥様から：ロータリーが楽しみで、例会日には早め

代理で出席しました。この部門はグループ別に分か

に仕事を止めて皆さんとお話しするのが楽しみで早

れて各クラブの奉仕活動について話し合いました。

めにここに来ていました。この6月に温泉ので会が

他のクラブも我々と同様に大体継続的奉仕を中心に

あるので、それに自分も参加するつもりでいたよう

やっておられる事が分かりました。

です。

今日のガバナー月震の4ページにロータリーを1分で

＝「守屋さん：私も待ってますという話をしまし

語るスピーチ・コンテストの最優秀賞、優秀賞3編

た」＝

が載っていますのでご覧下さい。それから11~14ペ

その頃は話が出来たのですが、最後の頃はだんだん

ージに第8グループ各クラブの紹介が出ていますの

と話が聞きとれなくなって･･･。楽しみにしていた

でお読み下さい。

のに残念でした。

☆百瀬 恵美子クラブ奉仕/会長エレクト部門

＝「皆は鈴木さんは元気になって4月から出てくる

横須賀というと何時もは芸術劇場なのですが少し奥

と思っていましたので、亡くなったと聞いて驚きま

の県立保健福祉大学というきれいな校舎でした。12

した」＝

時半に始まり、表彰があるので、最後まで残ってロ

遺影の写真はロータリーで撮って頂いたもので、死

ータリー財団表彰バナーを受け取ってきました。次

んだらこれを使ってくれと言ってました。少しニコ

年度河本会長年度も頑張りたいと思います。

ッとして良い写真です。
皆様有り難うございました。

クラブ奉仕部門に参加して、どうやったら例会が
楽しく皆さんに喜んで頂けるか？改めて決意をして
きました。色々趣向を凝らしながら一人でも多く出

地区研修協議会の報告

席して貰えるように頑張って行きたいと思います。

河本会長エレクトか
ら次年度特別月間の
変更表が配布され、

またクラブ奉仕部門では会員増強を大きく訴えら
れたので力を入れて行きたい。

前出の通り報告がな
されました。

河本年度もしっかり取り組んで参りますのでよろ
しくお願いします。
以
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上

