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■合唱：君が代・奉仕の理想
・１月21日：事務所引越し

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(8名 )小林､宮澤､石山､原、太田

２３５６回 17(15)

７

46.67％

－

－

笹尾、野田、斎藤正淳さん

２３５４回 17(15)

８

53.33％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

今年は幸先が良いわいと思いました。我がクラブに
は会員増強や出席率の改善などの問題がありますが、
これらを1年掛けて皆さんのお力を借りて解決して
行きたい、また出来ると信じています。どうぞ皆様
のお力添えをお願い致します。

◇
会長報告

河本親秀会長

毎年元旦には茅ヶ崎海岸へ初日の出を拝みに行きま
す。昨年の元日は曇りで、2日に拝んできました。
今年はこの10数年来に無い好天で、6時50分朝日が
水平線にちらりと顔を出し、そのオレンジ色の光が
海上をサットこちらに向かって走ってきました。こ
の一瞬を見たくて毎年行っていますが、感激しまし

新年お祝いの乾杯 (ノンアルコール・ビール)：

た。海岸には例年より多くの人達が来ていました。

守屋紀忠直前会長：

近年は水平線上に雲が掛かり、太陽が顔を出すのを
今か今かとじりじりしながら待っていたのですが、
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明けましておめでとうございます
暮れから新年に掛けて静かすぎる日が続いて、少

サル

し怖いなという感じがします。申年というのは跳ね

新年に当たって”ひとこと”

る年というので･･･。しかし三 ケ 日静かで、箱根大

司会：田中敏治SAA

学駅伝も何らトラブルも無く、順調に優勝候補が優

皆さんのお手許に

勝で少し面白味が無かったですが、今年を象徴して

配られているお菓子

いる一面がありますので、皆さんもそのように頑張

は百瀬さんからの新

って頂きたいと思います。 乾杯！！

年ご挨拶のお菓子で
す。 (有り難うござい
ます！)

それでは皆さん
から新年のひとことをお願いします。
河本さん ：一家全員息災に良い年を迎えました。し
かし非常に高いプレッシ
ャーの掛かった正月でし
た。大磯RCの会員増強に
関しては皆さんのご協力

◇幹事報告

大藤勉幹事

を得て進行中なので、そ

回覧：

れ程でもありませんが、

1．2016年地区資金本会計と事業費会計負

担金の

私が現在会長を務めてい

依頼書：

るコミュニティセンター

本会計:一人当たり7,850円
事業費会計：

会長の後継者選びで頭を

4,150円

計12,000円

悩ませています。なって欲しい人となりたがってい

2．神奈川県地球温暖化防止推進センタ：

る人が違う事で、寝る時、夜中に目が覚めた時、常

地球温暖化対策の普及啓発のチラシ

に頭がいっぱいで大きなストレスになっています。

神奈川県エコドライブ・チャレンジシート

最後は自分の責任に於いて、決着を計らねばならな

3．年賀状数枚

いと心に決めつつあるところです。

付言：干支の謂われで、前年の羊が辛抱、申と酉

大磯RC会長として、今年の私の課題はクラブの会

は騒ぐ年と言われます。もう一方では申は伸びると

員増強と出席率の向上です。この二つに全身全霊で

言う格言もあるようです。

当たりたいので是非宜しくお力添えお願い致します。

スマイルボックス：百瀬恵美子さん

大藤さん：中南信金金で景気動向調査 をやったので、

皆様お目出度うございます。今年も太田さんに代わ

その報告 をします。(資

ってスマイルを読ませて頂きます。

料配付)
その前に･･、箱根駅伝

◇委員会報告
☆スマイルボックス

に関係して、二宮に定点

百瀬恵美子さん

カメラがあり、テレビで

・河本親秀さん： 明けましておめでとうございま

映し出されるのですが、

す。本年もよろしくお願いします。

何故か家内がそこへ毎年

・守屋紀忠さん： 本年もよろしくお願いします。

着ぐるみ (スーパーマリ

・新宅文雄さん： 明けましておめでとうございま

オ)を 着て出演していま

す。本年もよろしくお願い致します。箱根駅伝では

す。テレビに映るのかと

く

や

く

や

しゃく

しゃく

「口惜しや口惜し 癪 や 癪 」・・・・」これは回文

観ていたが気がつかなかったが、友人が映っていた

で上から読んでも下から読んでも同じ発音。

とメールを呉れて、後でユーチューブを見たら確か

・田中敏治さん： 皆様、おめでとうございます。

に映っていました。私以外は皆分かっていた･･･(笑

今年も、宜しくお願い致します。

い)。
「ちゅうなん」景気動向調査：仲南信金の営業地域
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における企業の景気について「良い」と答えた企業

たが、今年も優勝して王者になったのかな。私の興

の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引い

味ある事は、伝統校ではないし、どうして優勝出来

た今期の業況判断D.Iは、県南西部(大磯、二宮、中

たのか？指導者はどういう人なの？と興味があり、

井)125社が△11.2(前期比+5.7)、県中南部(平塚、

自分なりに調べました。

茅ヶ崎、藤沢）217社が△8.4(同+7.4)と前期より上

青学の原監督は高校時代はインターハイに出場さ

昇。

れたそうです。その後サラリーマンになられ、設備

来期は県南西部△17.9(今期比△6.7)、県中南部△4.

関係の会社のトップセールスマンとして、活躍され

7(同＋3.7）の見通し結果です。

ていたようです。青学出身者ではない。

お客様の一番知りたい情報が景気動向と言うアンケ

青学が何故学生の駅伝の王者になったのか？なれた

ートの結果なので10年程前から4半期に1度調査をし

のか？・・・

ています。

監督就任時に、10年間で箱根駅伝に出られるチーム

資料に基づき業態別(製造業、卸・小売業、サー
ビス業、建設業、不動産業）の景気動向等について

を作り上げる、と宣言した。今年連覇して学生駅伝
の頂点にたった。

説明があった。

その戦略は、
1．学業成績の悪い学生は採らない・

百瀬さん： 暮れからお正月にかけて穏やかに

2．発表発言能力の無い学生は採らない。

過ごしました。正月に

3．容姿が悪い学生は不採用。男か？女か？の中間

は子供達が帰ってくる

のような学生が、物凄い力を発揮する。・・・・・

ので、子供達の為にひ

現代学生堅気というのでしょうか

たすらお節料理を作り

4．大学の体育会系の上下関係は、4年生は王様、3

ました。伊達巻を24･5

年生は召し使い、2年生は奴隷、1年生はごみ・・・

本巻きました。2日、3

・・のような雰囲気があったが、これを1年生でも

日は春が来たかと思う

自分の意見が言える風通しの良い人間関係にした。

ほど暖かいお正月でし

これは選手の自主性を引き出す仕組みを作った。

た。今年は申年で、主

完全なる兵卒は、理性を持たない兵士と言われてい

人が年男…。このまま

た。青学では、信頼とこれに答えようとする師弟関

穏やかに行くのかなと思っていたら、昨日北朝鮮が

係を築

水爆実験を行い、国際情勢がどうなるのか心配、申

1．き、各自が自分の役割も考えて、期待にこたえ

年なので…。私自身大殺界の真ん中にありますが、

た。

7月には会長をやらせて頂くので、そんな事は吹っ

2．怒るときは怒る。しかし例えば、門限9時の時3

飛ばしてこの1年突っ走って行こうと思っています。 分遅れて返ってきたら、学生寮に入れないかといえ
世の中どう変わるかも知れませんが、何が来ても右

ば、入れる。微細な徹底した拘束は好まない、弾力

往左往する事無く何が起こっても堂々として行こう

ある縛りが今の学生なのか？

と腹を決めています。体調面を整えながらこの申年

3．昨年は頂点にたったが王者ではないと言った。

を過ごして行きたい。夏には参院選挙があるので、

今年は王者だが、学生がヒーローだと言う。

国政も騒がしくなると思いますが、動静を見ながら

4．今後は全員に「より速く、より長距離が走れる

しっかり身を処して行きたい。今年も宜しくお願い

ように」練習する。

致します。

箱根駅伝のためだけの練習はしない。
社会は変わっていて、先輩と同じ事をしていては行

新宅さん：＝箱根駅伝

き詰まってしまう。ロータリーも同じで、随分変わ

青学連続優勝に思う＝

ってくると思います。良い面もありますが時代にそ

たびたび話題に出て

ぐわない部面もある…。

いる箱根駅伝で去年偶

色々考えさせられました。

然青山学院が優勝した
のかなあと思っていま
したが、その時王者で
はないと言っていまし
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井上さん： 今年に入って、2007年以来の連続4日株

田中さん： 今年、毎年と異なった事は元日から会社

価 が 下 落 し て い ま す。

の事が気になって…。2

株が上がる時は企業も

日から出勤する社員が

元気になる。従ってロ

いるので、年末やり残

ータリーに勧誘します

した掃除などして、気

と乗ってきてくれます

分的にはとても良い状

が株が下がってきます

態 で 新 年 を 迎 え ま し た。

と 悲 観 的 に な っ て …。

一昨年から中国の景気

ところが申年は面白い

が下がってスクラップ

事 に 株 価 が 大 暴 れ す る。

の 値 段 が 3分 の 1く ら い

株を持っていると株価

まで下がってしまうと

が気になって…。早く株価が安定して企業家が安心

言う逆風でした。しかし下がったなりに頑張って切

してロータリーに入ってくれると良いなと考えてい

り抜けられた。現在目先は良いけれど5年先はどう

る。去年うちの業績は多少は上向いてきましたがま

なるのか？ゼネコンの所長クラスの方々との話で、

だまだ満足するような売り上げは出ていない。全体

こんなにゼネコンがあって良いのか？淘汰されるの

的に徐々に業績が上がって行くような状況になって

では？橋とか鉄道とか建築で海外に出て行くのでは

行かないと会員は増えないかなと懸念しています。

…？と言う話が聞こえます。

何と言っても会員増強が主題であります。なり振り

5年先が良くなる事を目指してやって行きたいと考

構わず勧誘するのでなく、本当に大磯ロータリーを

えています。

支えてくれる人を一人でも多く入れたいと思ってい
ます。

ロータリーでは会員を増強して頑張って行きたい
ので今年1年宜しくお願いします。

町長の推薦で県観光協会の理事に就任する事にな
りました。大磯町は神奈川県第4の指定観光地にな

事務局手塚さん ：

る使命があるので、県に対して働きかけ、良い業績

今年も宜しくお願いします。

を残したいと考えています。それ以上に大磯RCの会
員増強を念願しています。

以上

守屋さん ：我々の業界ではTPPが発足すると畜産家
始め我々にも厳しい状況が出てくるだろうと感じて
います。昔から百姓
は「生かさず、殺さ
ず」では困る…。
南沙 諸島に 中国が2
回目の飛行機発着試
験をした。アメリカ
が何処まで本当に日
本やアジアを支えて
出てくるか？そした
ら中国とぶつかるん
じゃないか…？
中東のシリア問題と同様の事が日本でも起こるの
じゃないか…？
なるべく今年の正月の陽気のように平穏無事に過
ごさせて頂きたいもの。日本政府の後押しをして少
しでも国民の為になる事をして欲しいと思います。
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