
- 1 -

★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 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№２第２３３４回 例 会 平成２７年７月９日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：我等の生業

・7月16日:夜間例会、直前会長幹事慰労会・７月23日:井上浩吉さん・7月25日:なぎさの祭典◇プログラム

小林､宮澤､石山､原、◇出席報告 ◇欠席者(7名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ８ 53.33％ － － 笹尾､斎藤(正)、百瀬さん２３３４回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３３２回 17(15) １０ 66.67％ － －

◇ゲスト

米山奨学生アルウイン・スプリアント君

7月分米山記念奨学金河本会長よりアルウイン君へ

手交。

アルウイン君は

イスラム教のラマ

ダン月(6/18~7/16)

の最中のため、日

中は一切の飲食は

してはならないと

の事です。

：アルウイン君

現在インドネシアでラマダ

ン月です。日本で言うとお正

月を迎える12月のようにイン

ドネシアでは一番良い月で

す。皆断食するんですが、朝

は2時半から夜7時まで太陽が

上がっている時間です。7月16日に断食が明けます

が、この日は日本で言うお正月で皆が集まる私の一

番好きな日ですが、日本では私一人ですが･･･。こ

の日はインドネシア大使館に集まってお祝いします。

今日の食事はハンバーグ・ステ◇田中治敏SAA：

ーキ、スープ、ライス・デザート付きです。

(会場:アルウイン気の毒に！ ）！笑

◇会長報告 河本 親秀会長

1．この後第2回クラブ協議

会を行います。

2．アルウイン君にどうす

ると申しましたら 大丈夫

とのことですので 、こ(笑)

のまま居 て貰います。

3．先週の理事会報告

(1)直前会長・幹事慰労会

日時：7月16日(木)18時より

場所：大磯プリンスホテル「清水」

会費：5,000円

(2)今期の誕生日祝：プリンスチケット 3,000円

結婚記念日祝：花束3,000円

(3)皆出席祝：プリンスチケット3,000円

（河本、百瀬、守屋さん)

4. なぎさの祭典：協賛金：3万円スマイルより支出
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例会変更：7月30日例会を25日のなぎさ

の祭典タオル配布活動に振り替

集合：16時、大磯海岸駐車場に集合

揃いの黒のTシャツ着用のこと

タオルを配る時に大磯RC広報用リーフレットを同

封します。その原稿です(コピー配布)。この紙折り、

梱包は総てタオル屋＝永正(株)でやってくれます。

5．ラシンより来日のSt.キャサリン高校IACの生徒

さんにプレゼントを上げます。FRIXONボールペンと

言って、書き間違っても消せるという新しい製品で

す。高校生が喜びそうなものと考えて選びました。

◇幹事報告 大藤 勉幹事

回覧：

1．地区米山奨学生カウン

セラーセミナーの 案内

及びカウンセラーアンケ

ートの依頼。

2．米山奨学生世話クラブ

補助費送金の案内

3．前年度職業奉仕活動報

告書

4．2780地区公共イメージ賞応募の案内

5．東京渋谷のNPO法人「カモノハシプロジェクト」

から卓話をさせて欲しいという願いが来ています。

カンボジアやインドで活動しています。特にインド

の人身売買ルートを食い止めるのに力を入れている

ようです。場所は異なりますが、先日の原貫太さん

のプロジェクトと重なるかなと思います。

6．平塚西クラブからクラブ委員会活動計画書が来

ています。

7．プリンスホテルから皆さんに大磯ロングビーチ

・プールのチケットを頂きました。皆さん有効にお

使い下さい。

◇委員会報告

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

本日のクラブ・河本親秀さん：

協議会、よろしくお願いしま

す。アルウィン君ようこそ！！

欠席して・百瀬恵美子さん：

すいません。クラブ協議会よろ

しくおねがいします。

アルウィンさ・田中敏治さん：

ん宜しくお願い致します。

何十年か前にハワイへ行った☆新宅文雄さん：

時に、日系人向けの日本語の新聞を見た時にハワイ

の日本人の意識と本土の日本人の意識と全然違う．

明治時代かそれ以前の意識を持って暮らしておられ

るんだなと思いました。それで、今回ハワイのロー

タリー100周年記念式招待の話があったことから、

ハワイの日本語新聞を送って貰えないか、河本さん

を通してお願いしておりましたら、今日届きました。

うちのクラブに来られたケイ・バックスターさんか

らです。(ケイさんの手紙紹介)

シアトル北米報知新聞が送られてきました。英語ペ

ージと日本語ページがあります。広告の中に日蓮宗、

成長の家、立正佼正会、真言宗、浄土真宗本願寺派、

金光教などがあります。日本の宗教が随分シアトル

に出て行ってるんだなと思います。私はもっと教育

的に親に孝と言った様なことが書いてないか期待し

たんですが、ありませんでした。ハワイからも送っ

て下さると思いますので待ちます。

第２回クラブ協議会
司会進行 河本親秀会長

前回は私から自分の思いをお話

しさせて頂きましたが、今日は各委員の皆さんから

お話しを頂きます。

今日は百瀬会長エレクト・クラブ運営委員長が所

用のため欠席されております。一番気にされていた

のがプログラムの事で、ここにメモを預かっていま

すので読みます。

百瀬会長エレクト・クラブ運営委員長メモ：

「クラブ協議の中でクラブ運営委員会として、プロ

グラムの行事予定表に卓話が入っておりません。私

の方で各クラブ員を会長さんと相談して、入れさせ

て頂きます。又皆さんから日程が合えば受け付けま

す。宜しくお願いします。」

：プログラム担当者は何時も卓話者の設河本会長

定に苦労しております。今年は百瀬さんとの打ち合

わせで今年は出来るだけ外部卓話をお願いしよう、

それも大磯の地域活動をされているボランティアを

含め、例えば社会福祉協議会、民生委員・児童委員、

青少年育成推進協議会のようなところで地域の人々

のために頑張っている人、NPO、スポーツ団体など

に関わっている方々からお話を聞き、それが我々か

らの支援活動と繋がる、或いは会員候補となるなど

を考えて、出来るだけ地域社会の人達に入ってきて

頂くような形を作りましょうよと言うことになって

います。しかし主力は内部卓話となると思われます

ので百瀬さんから依頼があれば宜しくお願いします。
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出席：井上浩吉さん

最近欠席者でメークアップを

していない人が殆どです。クラ

ブのメンバーは17人居るのに出

席者は半分弱なのは何かクラブ

に原因があるのではないか？20

数年クラブに居ますが以前はそ

ういう事はなかった。長期欠席

者は居なかったし、休む人はメーキャップしていた。

出席免除を受けている人が出席出来るのに出てこ

ない意識、又長期間欠席者の出席意識を阻害してい

る原因がクラブにあるのではないか？それが何であ

るか考えつかない。以前と比べるとクラブが出席に

ついて優しくなっているからか・・・？（4回欠席

が続くと除名というロータリーの規程あり）又辞め

ていった人の気持ちの中にも不満があったのではな

いか？

私の経験では、八つも会長を務めていた時でも、

自分でロータリーに出席すると決めれば出席できた。

苦しかったけれどもロータリーに出席義務がある限

り、出席しなければいけないと思って万難を排して

出席しておりました。出席、退会について今のクラ

ブの内部事情が何らか原因になっているのではない

か懸念しております。

出席委員長として、できるだけ皆さんに出席して

頂けるよう働きかけしたいと思っております。

：私も欠席者には電話を掛けるか、お尋ね河本会長

して、できるだけ出席を呼びかけたいと思っている

ところです。皆さん全員で働きかけをお願いします。

長く休むと出てきにくいところがあると思います

し、又こちら側に問題があるかも知れません。クラ

ブの雰囲気なり運営の仕方についてその方々の話を

聞かせて貰いたいと思います。今年の最重点は出席

率の向上と会員増強の二つです。宜しくお願いしま

す。

姉妹クラブ：新宅文雄さん

姉妹クラブを締結した時がピークで後右肩下がり

になっているのが現状で、現状を良く整理して望み

たいと計画書に基づき、発表がありました。

：思い切って整理する必要があると思い河本会長

ます。

奉仕活動委員会：守屋紀忠 委員長

毎年社会奉仕を中心に活動

して参りました。根無し草で

なく、地域に根ざした活動が

大事と考えます。その中で4大

奉仕＝職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、青少年奉仕＝を中

心として各委員会で計画し、

クラブ全員参加で活動して参

りたい。この催し物を通じて

大磯ロータリークラブの公共イメージの向上に努め

ます。

職業奉仕：野田幸嗣 委員

1．職場見学或いは先端技術/新技術施設見学 を行

う。

２．1月職業奉仕月間には専門職業人の卓話 を招

請する

プリンスホテルの施設などにつきましても機会があ

れば皆様に見て頂く事も含めてしっかり企画したい

と思います。

社会奉仕：田中敏治 委員

1．なぎさの祭典において大磯町のシンボル 「い

そべえ」と「あおみちゃん」のロゴ入 りタオルと

我がクラブの社会貢献のリーフ レットをパックに

して配布し、大磯RCの イメージ向上を図る。

2．大磯宿場まつりに「朗多里庵＝演芸舞台 を設

置、観客に茶菓を提供、ロータリーの 広報とポリ

オ撲滅運動のアピールをする。

3．大磯町海岸クリーン・キャンペーンに参 加す

る

私には初めてのことですが、責任者として色々考

え、来期に繋がるように頑張って行きたいと思いま

す。

財団委員会：太田知加子さん

今回初めてこの仕事をさせて

頂きます。計画書に書いてある

五つの大事なことがありますの

で、これを忘れないよう持って

行きたいと思います。知らない

ことの方が多いと思いますので

順番に勉強して行きたいと思い

ます。宜しくお願い致します。

米山奨学会：新宅文雄 委員

今日来ている奨学生アルウイン君のカウンセラー
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をやっていまして、彼にロータリーを理解して頂く、

勉強して頂いて国際親善に役立つ人として、卒業し

て日本とインドネシアの架け橋になって頂く、世界

平和に貢献する高潔な人間になって頂きたい。その

ために我々＠2万円を拠出します。アルウイン君の

為に出して良かったと言わしめる奨学生になって欲

しいなと思っています。

：ロータリー財団の地区寄付目標は年次寄河本会長

付@200ドル、ポリオ撲滅寄付@40ドル、ベネファク

ター1名。

米山記念奨学会寄付@2万円です。

長期計画委員会：新宅文雄 委員長

今まで大磯運動公園の桜植

樹など色々やって来ました

が、今一番大事なのは会員を2

5名にするにはどうすれば良い

のかと言うことです。ここに

長期計画を集中すれば良いと

思っています。会員増強は口

で言っているだけではどうに

もならない。直接行って貴方ロータリーに入りませ

んかと言っても難しい。入れるような素地を作る運

動をした方が良いのでは。クラブに魅力があって、

大磯クラブに入りたいな、垂涎の的だと思うような

状態だったら、次から次入りたい人が現れるかも知

れないと思われます。魅力ある人間が魅力ある事を

している．そういうクラブにしたいなと思います。

動かないことにはチャンスは来ない。皆で仲間作

りを進めたい凡時徹底を実行したい。一個一個積み

上げて行くのが大事だと思っています。

昔大磯クラブの会長名で地域の人を表彰した事が

ありました。国府の昔の村長さんでした。地域で功

績のあった人、人格者などを表彰するシステム(会

長名だけでなくて有名人の名を借りて、手順/手続

きはクラブがやる方法など)を作る事などを考えて

みては如何か。

：いま我々全員で会員増強に動く時に使え河本会長

るリーフレットを作っております。今までやった事

がない事ですが、それも含めて頑張りたいと考えま

す。

田中敏治SAA：

いきなりSAAを仰せつかっ

て、不慣れですが、例会が円

滑に進行できるように、大事

なお客さんにも気を配り、頑

張って行きたいと思いますの

で、皆さんのご指導宜しくお

願い致します。

：新人の初々しさが売りですので、間違っ河本会長

ても結構ですので、思い切ってやって下さい。

大藤勉 幹事

河本会長のお役に立つよう

に努めたい。毎月の会長幹事

会には必ず出るようにした

い。歴代の幹事の中に杉山先

輩がおられますが、同様に私

も出来るだけ頑張りたいと思

います。宜しくお願いしま

す。

：結び：河本会長

私がロータリーに入れて頂いて丸43年、人生の半

分以上ロータリーをやっています。私はロータリー

を通して人のお役に立つ喜び、奉仕の精神を学びま

した。人の喜びを自分の喜びに出来るような人間性

のある人間になりたいと思ってきました。ロータリ

ー活動は非常に多岐に渡り、幅広く深いものがあり

ますので、ロータリー活動を通して自分の人格陶冶

が計れると思ってきました。今回3回目の会長です

が、頑張ります。どうぞ宜しくお願いします。

これで第2回クラブ協議会を終わります。


