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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3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 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 田中 敏治

№６第２４１８回 例会 平成２９年９月７日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・９月１８日：地区大会 ・９月２１日：◇プログラム

)◇出席報告 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(4名

２４１８回 14(12) ８ 66.67％ － － 原、野田、石山、田中さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４１６回 14(12) ７ 58.33％ － －

◇ゲスト

東京六本木RC会長･渡辺美智子さん

◇おめでとうございます

誕生日祝：

太田知加子さん

(9/5)

お祝い頂きとて

も嬉しいです。

これからも宜し

くお願いします。

「河本さん：私

の長男と妹が同

じ9月5日生まれ

です」。「太田

さん：弟の清文
せいぶん

が同じ9月5日で

（何か縁す」。

がありますね！）

◇大藤勉ＳＡＡ

今日のメニューは「野菜のあんかけご飯」になりま

す。

◇会長報告 新宅文雄会長

先週はガバナ

ーの公式訪問

で、皆様のご

協力有難うご

ざいました。

翌日 常磐Ａ

Ｇから電話が

あり、パソコ

ンとプロジェクターが上手く作動できなかったこと

のお詫びと、大谷ガバナーもとても良い公式訪問が

できたと喜んでいましたという報告がありました。

本日は、東京六

本木ロータリー

クラブ会長の渡

辺美智子様がお

出でになりまし

た。ご存知の通

り、渡辺美智子

様は大磯駅前の

迎賓館を経営されているインターナショナル青和
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（株）の専務取締役でいらっしゃいます。お忙しい

中ようこそいらっしゃいました。ごゆっくり楽しん

でいって下さい。

渡辺専務の次の支配人石塚支配人に大磯ＲＣに

入会しませんかと声を掛けましたが、渡辺専務のＯ

Ｋが出ないので無理。それならば、直接お会いして、

お願いしましたが、環境の変化により業績向上が出

来たが、環境変化に関係なく自力で向上をはたさな

ければ本物ではない。今は時期尚早との事でした。

1. 大磯ＲＣクラブ会員全員に新会員候補者1名の推

薦書提出をお願いしておりますが、まだ提出されて

いない方は早急にご提出願います。

2．2018年3月11日に実行するチャリティーコンサー

トについて、今日の理事会で、大枠決めていただき

ます。

3．宮澤会長が外務大臣表彰を受賞されました事を

報告致します。

大磯ロータリークラブの対応については理事会で

決定します。ご意見がありましたら申し出て下さい

4、「ロータリーの友」９月号縦書き７２頁“モリ

ンガ茶を飲んで島の子の支援に”シキホールセント

ラル 原田淑人さんの記事が掲載されております。

大磯クラブの対応について理事会で話し合いたいと

思います。

友人による世相の話:

・「最近ドライバーの質が悪くなったね！狭い道路

で相手に譲るために待って上げても何の挨拶も合図

も無しに行ってしまう!!」

・「最近は女性犯罪者が急増して、刑務所で女性刑

務官が不足して困っている。私はその教育･育成の

ために教えに行っている」

・「最近電車の中で女性の隣に座って少しでも手が

触れただけで、セクハラと言われる。私はそれが嫌

で、必ずグリーン車に乗る」 等

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

田中幹事お休みで,代

わって報告します。

1．留学生日本語教室開

催=青少年交換学生

が対象。

2．インターアクト年次

大会開催

3．2780地区大会開催：

日時：9月17日(日)、18日(敬老の日)

場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野

相模女子大学グリーンホール

昼食予約：メニュー回覧中、必要な方は持ち帰り下

さい。

4．ザ･ロータリアン回覧

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

いつも大変お世話になってお・渡辺美智子さん：

ります。

渡辺美智子会長ようこそいらっ・新宅文雄さん：

しゃいました。よろしくお願い致します。太田知加

子さんお誕生日おめでとうございます。桜川さんイ

ニシェーションスピーチ楽しみです。

桜川さんイニシェーションスピ・河本親秀さん：

ーチ楽しみにしています。太田知加子さん誕生日お

めでとうございます。渡辺美智子さん遠くからよう

こそ。

桜川さんイニシェーションスピ・井上浩吉さん：

ーチ楽しみにしています。太田さん誕生日おめでと

うございます。渡辺さんようこそ。

桜川さんイニシェーションスピ・守屋紀忠さん：

ーチよろしくお願いします。太田さん誕生日おめで

とうございます。

太田さん誕生日おめでとうご・百瀬恵美子さん：

ざいます。桜川さんイニシェーションスピーチ楽し

みにしています。渡辺様ようこそ。たのしんで下さ

いね。

桜川さん スピーチ期待してお・太田知加子さん：

ります。渡辺会長さんようこそお越し下さいました。

今日はよろしくお願いいたします。

太田さん誕生日おめでとうござい・桜川誠さん：

ます。渡辺美智子さんようこそいらっしゃいました。

昨日、私宛にロータリー財団☆河本親秀さん：

から「 とご寄付が支える識字率向上プロジェクト」

題してメールが送られて参りましたので披露します。

ロータリアン、 Chikahide 様

ロータリー財団よりご挨拶申し上げます。

世界には、読み書きのできない15歳以上の人が7

億7500万人います。これは実に、世界の成人人口の

17％に相当します。また、読み書きのできない子ど

もは1億2200万人おり、これらの子どもたちが成人

になるとともに、この数は増えていきます。

ロータリー財団のグローバル補助金を通じて、毎

年50を超える小学校・中学校での識字率向上の活動

が可能となります。

ロータリー財団へのご寄付は、世界中の教育者が

すべての年齢層の人びとに読み書きを教える上で大

きな力となります。
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今後とも、皆さまからのご支援を何卒よろしくお

願い申し上げます。

ロータリー財団

大磯宿場まつり打合会☆百瀬恵美子さん：

今日大磯町役

場で大磯宿場ま

つりの打合会が

あります。河本

さん出席が難し

いようでしたら、

私も出席します

ので、後ほど決

まったことをお伝えします。

イニシエーションスピーチ

桜川 誠新会員

この度は伝統ある大磯ロータリークラブに入会さ

せて頂きましてまことに有り難うございます。

まだロータリークラブの活動内容もよく理解できて

いないところでありますが、今後例会に出席をして

いく中で勉強させていただき、なるべく早くクラブ

の力になれるよう努力していきたいと思っておりま

す。

自己紹介をさせて頂きます。

私、櫻川誠は1972年昭和47年9月27日生まれの現在4

4才です。生まれは静岡県沼津市です。その後は父

親の仕事の関係で小田原市松田町に引っ越して参り

ました。

マツダ小学校・中学校、県立大井高校と進みまし

て、平成3年トヨタオート神奈川(株)現在のネッツ

トヨタ神奈川に入社しました。その後平成12年8月

に現在の(株)カトーに入社しております。

トヨタオート神奈川に入社したのは当時は高校卒

でも整備士の求人がありまして、就職を希望してい

た自分には身体を動かす仕事が向いていると思い、

車の知識は全くといっていいほどありませんでした

が、整備士として入社させて頂きました。それから

今日まで自動車に携わる仕事をさせて頂いているわ

けですから、その時が人生のターニングポイントだ

と思っています。

最初入社した頃は全くといっていいほど分からな

い事だらけでした。同期で入社した者はみんな車が

好きで車の知識がある人が多い中、自分は完全どシ

ロウト状態。そんなだったので、入社した頃は上の

人から「こいつだいじょうぶかよ」とか色々と言わ

れたのを覚えています。

しかし同期のライバルもいましたので、負けてら

れないという思いでやっていくうちに、上の人から

も認めて貰えるようになりました。そんなトヨタに

約10年いたところ、現在の(株)カトーの加藤社長に

出会い、平成12年より(株)カトーにて仕事をするこ

とになりました。平成16年の二宮営業所新規オープ

ンと共に最初は整備の責任者としてオープンより携

わって参りました。

その後平成22年頃よりは整備から営業職に変わり、

現在は二宮営業所の所長として営業と現場作業も何

でもバリバリとやっています。

家族の紹介ですが、妻は一つ年上、息子大学1年

生、娘高校1年生、妻のお母さんの5人家族ですが、

息子は現在東海大学サッポロキャンパスで野球をや

っておりまして、1年に1回お正月にしか戻ってきま

せんので、実質4人家族のような感じです。

息子は幼稚園の頃、知人にすすめられ、二宮大磯

リトルリーグに入り、高校は日大藤沢という神奈川

では強豪校といわれるところで野球をやっておりま

した。

娘は平塚江南高校に通っており、進学校と言う事

もあり勉強を頑張っているところです。

妻はトヨタの時に同じ仕事場で出会いました。現

在は介護関係の仕事をしております。妻は娘が小学

校・中学校の頃はPTAに携わり秦野市のPTA役員を大

分長いことやっておりました。

私は小学校から高校まで野球をやっていましたの
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で、野球はやるのも好きですし、見るのも好きです。

全般身体を動かすことが好きであります。最近では

7月に初の富士登山に行ってきました。富士登山は、

先が見えるのに、そこまでなかなか辿り着けず、今

までの登山とは全く違うものでした。そして頂上に

着いた時の達成感も又格別でした。「千里の道も一

歩から」という故事がございますが、まさにその心

境であり、改めて大切なことを教えられたように思

います。

こんな私ですが、早くロータリークラブに慣れて

クラブの力になっていきたいと思っております。

皆様、今後とも宜しくお願い致します。

以上

：卓話終了後桜川会員の勤務先(株)カトー会場より

の具体的な事業/仕事内容についての質疑応答や、

自動車のEV化等による5年後の自動車業界の姿など

について次の機会に話して欲しいなどの意見が出て

賑やかに卓話終了。櫻川会員の人柄が滲み出る良い

卓話でした。

理事会報告：9月7日(木）開催

1. ティトゥス君（青少年交換留学生）歓迎 会の件

歓迎会はティトゥス君とイスラーム君の両名の歓迎

会とする。

例 会；12；30～13：00

歓迎会：13； ～14；3000
出席者；会員、ティトゥス君、イスラーム君、

天野様、金目様

内 容；懇談会、（歓迎会幕 図書券5000円×2

ビンゴゲーム）

2. 2018年3月11日大磯ロータリークラブ 主催「コ

ンサート」

タイトル：チャリティーコンサート

日 時：2018年３月11日 13；30 ～受付

14； 開演00
会 場：海の見えるホール

出 演：ソプラノ田中詩乃 マリンバ岩岡美希

ピアノ河本充代

入場料：2000円

設 営：会員と出演者は11；30～12；15

食事 12；15～会場設営

3. 宮澤さんが外務大臣表彰受賞の件

慶弔規定を鑑み、お祝として一金50000円 を贈呈

する。

4.外部卓話・・・米山記念奨学会記念卓話は

10月5日にイスラーム君に

財団月間は11月元財団奨学生高谷さん医師仕事の

都合で卓話は出来ない。別途考える.

5.地区大会出席者・・・河本、新宅、田中、桜川、

ティータス（9；30までに）各自で出席する

6シキホールセントラル・ロータリークラブを創立

された原田淑人氏の件は

10月19日限定の卓話をお願いする。

7.会員候補者1名提出について、過去に目にした候

補者もＯＫです。至急提出願います。

8.その他

青少年交換学生のホームステイ募集で、東小磯の

村瀬様から電話があり、9月20日以降で、都合の

良い日にお会いする事になりました。


