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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

№１１第２４２３回 例会 平成２９年１１月２日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・１１月５日：宿場まつり ・１１月９日：休会 ・１１月１６日：田中敏治さん◇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

２４２３回 14(12) ８ 66.67％ － － 原、野田、石山、太田さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４２１回 14(12) ９ 75.00％ － －

11月から毎月の第1例会で「四つのテスト」を唱和

することになりました。

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

◇会長報告 新宅文雄会長

10月22日第48回衆議

院議員選挙が行われ

開票結果、野党の敵

失 で 与 党 が 勝 利 し

た。負けた希望の党

に向けた批判は、カ

モネギ男 前原、国民.
を裏切った男･細野、

逃げる男･長島、・・

・・・・小池のスカ

ート陰に隠れて国会に残った彼らが、日本を守れる

と思いますか？排除とは「私の足の裏をなめなさ

い」と言うこと。凄い言い方ですね。面白い表現だ

から2度読み返しました。

A定食1000円、B定食2000円、店は利益が上がるB

定食を多く売りたいが、思い通りにいかない。とこ

ろが、メニューにC定食3000円を加えると、B定食が

売れだす。一番高いものは敬遠され、2番目は選ば

れる。合理的な説明は難しそうだが、よくわかる。

「小さな誘導（ナッジ）を与えることで、人々の選

択をより良い方向に導ける」と

今年のノーベル経済学賞に輝いた米シカゴ大学Ｒ・

セイラー教授が説く。

経済学は与件のもとに展開するものだったが、心

理学を加味する理論になっているようです。

会長報告

1、10月19の に出席してきました。第８ＧＰ会長幹事会

＃、会員増強達成率速報：各クラブ報告確認

＃、2017年7月の九州北部豪雨災害義捐金について

御礼報告：全国から8200万円の義捐金が寄せられた。

第８Ｇは20万円

＃、会員数とロータリーの友：購読数が会員数より

少数の購読数クラブあり

＃、ロータリー財団寄付状況の報告

＃、外向きの職業奉仕、職業奉仕月間卓話者派遣について
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＃、2018～2019年度ガバナー補佐確定

＃、平塚西ＲＣでは会員の奥様の誕生日に花を贈る

・・メッセージを添えて好評だそうです。

＃、12月3日（日）ラディアンホールで第3回オリジ

ナルオペラ「聖なる夜の物語」が開催されます。青

少年を育むコンサートとして、二宮ＲＣは後援しま

す。前売券2000円、当日券2500円（何れも自由席）

＃、前回例会で皆様に決めて戴きました大磯ＲＣ二

宮ＲＣ合同例会は1月25日に実施します。順番で二

宮ＲＣが担当です。

2、＃、会員増強が進んでおりません。大変だけれ

どこういうことをやれば有効だろうという考えがあ

りましたら、申し出下さい。

＃、財団、米山も前に進めたいと思います。よろし

くお願い致します。

3、5分間スピーチ代読田中作次ＲＩ会長エレクトの

国際協議会閉会辞＝抜粋読んでの感想＝我々大磯Ｒ

Ｃ会員増強は企業が少ないから「シカタガナイ」で

はなく、「自分次第、ワタシシダイ」で道は開かれ

る事を信じて、挑戦していきたいと思いました。

訃報 渡辺治夫パストガ4， ：10月26日に急逝された

は70才でした。会社は横須賀、自宅は田園調バナー

布。自宅で急性心不全で亡くなりました。地区大会

の時にお目にかかってお元気そうだったのに･･･。

お別れ会は別に行われます。

：亡くなる3日前に我が地区のパスト河本さん談

ガバナー会(懇親会)が初めて行われました。その会

の発起人のお一人で挨拶され、今後長く続けましょ

うねと話し合ったばかりですので、知らせを聞いた

時は本当にショックでした。人柄の良い方でした。

惜しい人です。

5、 が行われます。11月5日 「大磯・宿場まつり」

皆様のご協力ご尽力についての詳細は、百瀬実行委

員長からお聞き下さい。

第8グループの常磐ガバナー補佐や各クラブの会

長には次年度のガバナー補佐我がクラブの百瀬さん

が宿場まつりの執行委員長「相模之守」を務められ

るので、是非来場下さいと連絡しておきました。

来て頂いたお客様にはきちんとオモテナシをして

喜んで頂いて「大磯クラブは良くやるな」と好印象

を持って頂きたいなと思っています。皆さん宜しく

ご協力の程お願いします。

6、 があります、理事の方は後ほどＳダイニ理事会

ングへお集まり下さい。

7． は1月25日に決定。担当は二宮ＲＣとの合同例会

二宮ＲＣです。

◇幹事報告 田中敏治幹事

1．米山学友会主催「国

際交流会」開催：

日時：11月25日12:30~

場所：小田原市役所･

梅の里センター２F

会費：3,000円

2．ロータリー財団リソ

ースの案内

3．今年度国際大会がト

ロ ン ト で 開 催 さ れ ま

す。参加お願い

4．平塚南RC「公開例会」の案内：

日時：11月17日(金)12:30~

場所：平塚プレジール5階高砂の間

5．11月のロータリーレート：114円

6．週報及びロータリーの友配布

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 守屋紀忠さん

「宿場まつり」ご協力、ご尽力・新宅文雄さん：

よろしくお願い致します。

イスラーム君本日欠席、連絡不・河本親秀さん：

備で申し訳けありません。

前回はミスをして大変にすみま・田中敏治さん：

せんでした。

「社会☆河本親秀さん：10月21日（土)13:00から

がアイクロス湘南で行われ出・国際奉仕セミナー」

席しました。

第一部：財団奨学生OG中村恵さん=千葉RCスポンサ

ー、国連UNHCR協会スタッフ、我が地区の財団奨学

生中満泉さん国連軍縮会議事務局長と同期奨学生=

による講演

第二部は我が地区RAC地区代表福本塁氏による講演

第一部：UNHCRの歴史と活動内容

中村さんは1989年フランス留学後、国連難民高等弁

務官事務所に就職、緒方貞子さん(日本における財

団奨学生第一期生）のもとで活動。2000年退職、筑

波大学院にて修士課程卒業後NPO法人国連UNHCR設立

に関わり、現在ファンドレイジンググループ団体に

て活躍中です。

UNHCR=Unaited Nations High Commissioner for

Refugees=は1950年スイス･ジュネーブに設立され、

現在職員数10,900人,日本人職員約80名。現地事務

所130カ国にあり、今までノーベル平和賞を2回(195

4，1981年)受賞。戦争、迫害による避難民=国際避

難民、国内の別の場所に避難した人を対象=貧困か
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ら逃れるための出稼ぎ者は非対象＝現在の対象者は

6,770万人。必要資金はその60％くらいしか集まら

ず苦労している。ユネスコやユニセフには寄付が集

まるそうですがUNHCRあまり集まらないそうで、寄

付のお願いをされました。「グローバル･シェルタ

ー･キャンペーン、テント」6万円。毎月倶楽部；毎

月引き落とし継続支援。難民について教材活用セミ

ナー「命の持ち物検査」などを通しての支援方法が

あるそうです。

又UNHCRにて働く日本人財団奨学生6人の活躍につ

いて詳しく話がありました。

大磯クラブから推薦した財団奨学生澤講演会の後、

がスイスジュネーブの国連に入所した後、田泰子さん

どの様になっておられるか調べて頂くようにお願い

しました。

UNHCRのモットー：難民は人のつくったものなので

必ず人が解決出来る」

昨年5月第二部：福本塁氏開発の「防災トランプ」=

のガバナー月信にて紹介ー＝を参加者全員5~6人の

グループに分かれてプレー(一九三・一休さん）=ト

ランプ遊びをしながら防災について学びが出来て行

く使い方を学んだ。色んなトランプゲームをしなが

ら防災が学べるようになっているようです。

福本氏は「ローターアクトジャパン」初代議長で

防災まちつくり、教材開発、防災教育、復旧･復興

計画企業防災などの研究、教育、社会貢献に取り組

み第20回防災まちつくり大賞、消防庁長官賞、第30

回人間力大賞、青年版国民栄誉賞準グランプリ、東

京大学総長大賞など受賞するなど、我が地区の誇る

RACのOBです。

2． ：お知らせ

1) 11月17日13時より澤田美喜戦後史に残る社会福

祉事業と題する特別講演が海の見えるホールであり

ます。

2) 我がクラブの50周年記念式典でマリンバ演奏を

された岩岡さんのコンサートが12月3日11時より岩

岡邸で開かれます。

☆百瀬恵美子さん：

10月21日、ラスカ6階1．

平塚湘南RC主で行われた

に行催の「市民相談会」

ってきました。会員の弁

護士さん、行政書士さん

等がおられました。受付

でどんな悩みか試みの相

談をかけて欲しいと言わ

れたので、亡くなった父の持ち家をどの様にすれば

高く売れるか？相談したいとメモにある宅建に丸を

つけたら，某建設会社の社長さんがそれは自分の所

に来て下されば何とかします････。と言ったような

会員各自が日頃研鑽を積んでおられる職業を生かし

て市民にアドバイスをされていて，とても良いこと

をされているなと思いました。

2．10月24日、 に出席してきまし平塚北ＲＣの例会

た。会長の根岸さんが是非来て下さいとの要請があ

りました。各クラブの会長、ガバナー補佐他大勢の

お客さんが出席されていました。 会員東京クラブの

の方が を10年間やってこられた体験談地雷撤去事業

がありました。

他所のクラブが様々な趣向を凝らしてクラブ例会を

やっているんだなと感心しました。大磯も少人数で

すが大磯らしい特徴ある形で頑張って行きたいと思

います。

◇第２４回大磯宿場まつり準備会

:宿場祭は11月5日10時~15時開催百瀬さんより

朗多里11月4日13時集合。11時にはレントオールが

舞台用資材を運び込みますので、大磯クラブは座の

出来るだけ多く来て手伝って下さるようお願いしま

す。

5日は田中さんが車で物品搬入を8時から行います。

お茶、お菓子、コップ、ゴミ袋、ガムテープなど細

々した備品も用意して頂く事にしました。皆さんお

気づきの点があれば田中さんと相談下さい。椅子は

10脚以上お願いしていますが･･･。歌助さん用座布

団は私が預かっています。お弁当は10個お願いして

あります。おかずは作って持参します。駐車場は3

台分確保。ティト ス君参加。ウ

・11月5日は8時集合。

・募金はポリオプラスで。

・作務衣を着ること。無い方には準備します。

・ティトウス君用。侍のカツラと羽織は準備。

・ガバナー補佐、他クラブの方の参加あり。

以上


