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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

№１０第２４２２回 例会 平成２９年１０月１９日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・１１月２日：通常例会、理事会 ・１１月５日：宿場まつり ・１１月９日：休会◇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(5名

２４２２回 14(12) ７ 58.33％ － － 原、野田、石山、太田、田中さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４２０回 14(12) ９ 75.00％ － －

◇おめでとうございます

結婚記念日：

河本親秀さん

：（10/9）

結婚記念日のお花

有り難うございま

した。殆どの方が

「結婚記念日はお

花を貰って気がつ

いた」と言われて

いるのを会報に書

きながら「そんな

ものかな･･･？私は

違う･･･」と思っていた。その私が全くその通りの

状態でした。朝大きな箱が宅配便で届いたよと言わ

れて、何だろうと思って開けてみて「アッそうだっ

た･･･」。今回は60回目の記念日です。60年、70年

とも「ダイヤモンド婚」と言うそうです。家内は少

し歩くのが不自由ですが、他の家族もお陰様で皆元

気で過ごしており、感謝しております。有り難うご

ざいました。

新宅文雄さん

：（10/15）

私の場合は、もし家

内が生きていれば金

婚式です。4年前に

亡くなりましたので、

思い出しながら暮ら

しております。不思

議なことに一緒に暮

らしていた時にお互

い欠点ばかりがよく

目に付くのですが、亡くなると良いところばかりが

出てくるんですね!話しが飛躍するんですが、芥川

龍之介著の「侏儒の言葉」というのがあります。そ

の中に「天才と凡人は紙ひとえである。同時代に生

きている人達は天才を殺し、後の世の人達は天才に

香華を贈っている」（亡くなってから素晴らしさが

鮮明に思い出される）とあります。田中角栄も生き

ている時は色々あったけれど、だんだん良いところ

が評価されるようになってきた。そんなことが思い

出されました。お花有り難うございました。
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◇大藤SAA:

河 本 さ ん の

結 婚 は 私 が

生 ま れ る 前

なんですね!

今 日 の メ

ニ ュ ー は エ

ビ の あ ん か

け ご飯です。

◇出席報告： 百瀬恵美子委員

寒い日が続いています。風邪など引かぬよう気を

つけて、温かいものを召し上がってこれから始まる

冬を乗り切って行きたいと思います。

◇会長報告 新宅文雄会長

平塚湘南RC

からポスター

を頂いてきま

した。10月21

市民のた日に

めの「なんで

」10も相談会

月21日（土）1

0：30~16：00

に 来 て 下 さ

い。中でも河

本さんと百瀬

さんには是非

と言う事でし

た。（河本さんは地区国際･社会奉仕セミナーがあ

り出席不可）

前例会で元会員の から著書を頂いた武笠公治さん

のでお礼旁々再入会を勧めたところ、現在研究で多

忙で数年先までは･･･。との事でした。返信を回覧

します。

理事会報告1、10月5日の

・宿場まつり、例会扱いではありませんが、メイク

アップ対象になります。11月2日（木）は通常例会

となっております。

予算総額：100000円：実行委員会へ協賛金30000円、

落語家（桂歌助師匠）謝金30000円、近隣協賛お礼1

2000（3000円×4 さつま揚げ）茶菓飲料代10000円、

会員昼食10000円、 その他8000円

・ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付は、井

上委員長は目標を達成したいと発言され、会員の皆

様には井上委員長の示唆に協力して戴き、達成した

いと思います、よろしくお願い致します。

・ は12月21日に行う事は決定しました。詳年次総会

細は11月2日の理事会で決定したいと思います。問

題は です。次々年度の会長選考

2、10月5日 平塚商工会議所3階大ホールにおいて、

が開催されま「第1回3グループ合同新会員の集い」

した。3グループとは7、8、9グループです。

・対象者：入会3年以下の新会員

・講 師：後藤定毅パストガバナー （河本さんに

会えるの楽しみにして来た）・・・連絡しなくて申

し訳ありませんでした。

テーマ：「深くハマるロータリーの魅力！」

ご自分の体験談を交えて新会員に解り易く優しくロ

ータリーを語っていただきました。

・ロータリーの友 地区代表委員 伊与田あさ子様

スピーチ：「ロータリーの友」はあなたの友 ロー

タリーの友誌購読はロータリアンの義務です＝ロー

タリーの3大義務＝会費の納入、ロータリーの友講

読、出席）＝を強調されました。

・バレエ 「海賊」「白鳥の湖」

＜四つのテスト＞

言行はこれに照らしてから

1）、真実かどうか

2）、みんなに公平か

3）、好意と友情を深めるか

4）、みんなのためになるかどうか

全員で斉唱しました。

常磐ガバナー補佐が中心になって開催され、素晴ら

しい「新会員の集い」でした。

反省 ＜四つのテスト＞を全員で斉：大磯RCではこの

する習慣がありませんでした。皆様の同意が得ら唱

第一例会れれば実行してみたいと思いました。先ず

してみることに決まりました。で実行

3、10月7日 地区青少年交換学生オリエンテーショ

ンには、担当の百瀬さんに出席して頂きました。後

程報告があります。

4、11月4日（土）地区青少年交換「カウンセラー会

議」「懇親会」｢オリエンテーション｣の案内の連絡

がありました。11月5日の宿場まつりの前日で設置

作業があり、会員は無理のため、ティートス君だけ

が出席する事に決しました。

5、11月24日（金）地区会員増強・会員維持セミナ

ー「ロータリーの魅力のためのセミナー」

基調講演者：星野朝子氏

講演タイトル「ブランド戦略」

星野朝子氏は日産自動車執行役員専務

（於）鎌倉パークホテル
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6． がありました。二宮RCから合同例会の復活の提案

に決定多数決で賛同

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

1．青少年交換

「カウンセラ

ー 会 議 」 、

「 懇 親

会」、「オリ

エンテーショ

ン」

日時：11月4

日（土）14:00

~

場所：藤沢

第一相澤ビル

2．クラブ研修セミナー開催の案内：

日時：11月14日（火）13:30~

場所：藤沢商工会館ミナパーク

3．地区会員増強･会員維持セミナー

日時：11月24日（金）15:00~

場所：鎌倉パークホテル

4．ふじさわ国際交流フェスティバル

日時：10月29日（土）11:00~15:00

場所：JR藤沢駅北口 サンパレット・サ

ンパール広場

主催：ROTEX ハロウ ーンイ

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 守屋紀忠さん

先ほどの会長の結婚記念日の話と似た話で、「隣の

小父さんの良いところはよく見えないが、遠くの人

からはよく見える」と言う話はよく聞きました。

河本さん卓話よろしくお願い致・新宅文雄さん：

します。結婚祝河本さんおめでとうございます。結

婚記念日、新宅は思い出して懐かしくおもっていま

す。

結婚記念日のお花有難うござい・河本親秀さん：

ました。今回で６０回目、ダイヤモンド婚となりま

した。夫婦とも元気で迎えられた事を感謝します。

河本さん、新宅さん結婚記念日・守屋紀忠さん：

おめでとうがざいます。

河本さん、新宅さん結婚記念日お・桜川誠さん：

めでとうがざいます。

☆井上財団委員長：

来月11月はロータリー財団月間です。財団寄付とし

て一人200ドル=22,400円をお願いします。今日ホテ

ルのバンケットホールで宝石の販売をしていますが、

奥さんに買う宝石のお金をこちらに是非お回し願い

是非本年度の目標を達成したいのます。（笑い）

で会長共々宜しくお願い致します。

☆百瀬青少年交換カウンセラー：

大磯高校1．今日

にティートス君

に行の事業参観

って参りました。

「アメリカ合衆

国の発展」とい

うテーマで授業

をしていました。

授業を受ける生

徒達は静かで良

い雰囲気でした。

ティートス君も

これなら旨く順

応して行けるかなと思いました。

2．10月7日に があり青少年交換オリエンテーション

ました。私とHFの金目さんの奥さんとティートス君

の3人で行きました。その中でティートス君が日本

語で自己紹介するコーナーがあって、名前と出身国

と食べ物で何が好きか=寿司が好き=。クラブは剣道

部に入りたい等を日本語で話していました。まだ2

ヶ月ですが一つずつ日本語を覚えていってくれてい

るんだなと安心しました。

3．地区の があり次年度ガバナー補佐の顔合わせ会

ました。50代、60代の方が多く、70代は私1人かな

とドキッとしました。女性は私1人でした。女性と

してのパワーと70才のパワーを発揮して行きたいな

と思いました。来年4月から始まるんですが準備期

間があって、ガバナー補佐の心構えを話して下さい

と言われて‥、責任が重いなと思いました。優しい

脇ガバナーエレクトの元しっかり勉強して来年しっ

かり出来るよう準備して参りたいと思っております。

4．11月5日 です。何とかお天気が持ちそ宿場まつり

うなので、大成功に納めて行きたいと思いますので、

ロータリーの皆さん1人でも多くの参加を宜しくお

願いします。
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◇卓話

◆◇◆これからの

ロータリーを考える◆◇◆
地区指導者育成セミナーより

河本親秀 奉仕活動委員長

昨年行われた がなされ、規程審議会で大幅な改定

が認められました。クラブ運営に大幅な柔軟性

これらの決定には、例会の頻度、場所、方法、

および会員種類に関する変更が含まれています。

し、既に我がクラブは上記決定をいち早く採択

（1）入会金を5万円から入会金無しに。（2）例会

回数を毎週から最低月2回（第1，第3木曜日＋地区

大会、IM、地区研修協議会、ガバナー公式訪問、計

28回）に変更。

(3)新会員の年会費は入会後2年間は30％引き下げ。

(4)正会員に法人会員=例会出席者を複数登録できる

=の導入をしています。

実しかしまだ試行錯誤的状況であり、今後変更の

しながら運営を進める必施ポイントの有効性を検証

要があります。

上記検証に非常に有効な参考資料と考えられる、

9月17日の当地区大会第1日目に開催された地区指導

者育成セミナーに於いてRI理事エレクト三木明氏に

よる「これからのロータリーを考える」講演（60

分）に用いられたパワーポイントに基づき、今回の

改定= ＝変わらな「大幅な柔軟性が目指すところ」

い或いは変えてはならないところ、変えるべきとこ

ろ等について解説しました。詳細は添付パワーポイ

ントコピーをご覧下さい。


