★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13
★例

会：第1・第3木曜日

会 長

TEL/FAX：0463-36-2255

12:30～13:30

新宅 文雄

大磯プリンスホテル

会長エレクト

守屋 紀忠

第２４２７回
■司会:大藤
◇プログラム
◇出席報告

勉

・１月18日：休会
例

会

TEL：0463-61-1111

■点鐘：新宅 文雄

幹 事

例会

出席率

田中 敏治

平成３０年１月１１日 №１５

■合唱：君が代・我等の生業

・1月26日：大磯、二宮ＲＣ合同例会

会員数 出席数

FAX：0463-61-6281

・2月1日：原貫太さん、理事会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(4名 )

２４２７回 14(12)

8

66.67％

－

－

２４２５回 14(12)

７

58.33％

－

－

◇ゲスト

原、太田、田中、野田さん
◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）

◇ 大藤勉SAA ： お手許のお菓子はいつもの百瀬さ

常磐卓嗣

第8Gガバナー補佐（平塚)

んからのプレゼントです。有り難うございます。

清水雅広

同補佐幹事(平塚)

◇ 出席報告：百瀬恵美子委員

野村

IM実行副委員長

・太田知加子さん
より新年おめでと

勲

イスラーム･アシュラフ君(米山奨学生)

うございます。今
奨学金手交：イスラーム君

年もよろしくお願
明けましておめ

いいたします。母

でとうございま

の世話で欠席が続

す。報告：明12

きますが皆様によ

日、神奈川県主

ろしくお伝えくださいとのご伝言ありました。

催「地域交流
会」＝「神奈川
で学ぶ･生活す
る留学生の為の
地域交流イベン
ト in 厚 木 」 で 私 は 東 海 大 学
の予科生代表に選ばれて司会
者になることになりました。
ぜひお越し下さい。チラシ配
布。
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◇会長報告

新宅文雄会長

井上さんは大磯町の商工会会長、観光協会会長を永

1、新年明けましてお

年にわたって務められた功績で個人表彰を受けられ

めでとうございま

ました。

す。

4，大磯駅前ロータリーに小諸ロータリークラブと

旧年中は大磯ロータ

姉妹クラブを締結した記念に友情の樹として桜を植

リークラブの活動に

樹しました。後に植樹したミモザもありました。

ご 協 力 .ご 尽 力 戴 き ま

この度大磯町は駅前整備事業計画でこのロータリー

して誠に有難うござ

を削り小さくしたい。ついては、あの桜とミモザの

いました。厚く御礼

樹を他に移植してもらいたい旨の申し出がありまし

申し上げます。

た。そこで本日は整備計画なるものを説明して欲し

残り半年間しっかり頑張りますので、よろしくお願

いということで、本日の卓話は大磯町都市建設部 .

い致します。

都市計画課の小瀬村

今年は明治150周年（1868年）になります。明治37

お願いしております。よろしくお願い致します。5、

年＝1904年に日露戦争が勃発し、日本海海戦で秋山

3、11

真之が「本日天気晴朗なれど波高し」「皇国の興廃

主催

大磯ロータリークラブ

この一戦にあり各員一層奮励努力せよ」と命令しＺ

後援

大磯町

旗が上がった。

目的

いわき鹿島RCの会員曽根泉美さんが東日本大

ロータリー創立は1905年2月23日。同じ年の9月5日

震災で両親、片親を無くした孤児、遺児も面倒をみ

ルーズベルト米大統領の仲介によりポーツマス条約

ております。経済的にもかなり厳しい状況にあり、

が締結され日露戦争は終わった。

少しでもお役にたてればとの思いで実行します。

昭様、高塚健太郎様に卓話を

チャリティーコンサートについて

私は明治維新前後から明治38年頃（1905年）の当

3月11日（日）「海の見えるホール」でチャリティ

時の人々の「人生意気に感ず」の生き方を思い、現

ーコンサートを行うことはご承知の事と存じます。

代に照らしてみて、戦争はしてはいけませんが、大

河本さんと相談しながら、概要を決めました。皆様

いに考えさせられることが多い事を痛感しておりま

のご理解とご協力をお願い致します。

す。

委員会報告で河本さんに説明して頂きます。

2、2月10日

第8グループのＩＭが挙行されます。

6、次回は二宮ＲＣとの合同例会です。二宮RCが当

本日はそのＩＭを充実させる為、常盤ガバナー補佐、 番です。
日時 １月２６日（金）
清水ＡＧ幹事、野村ＩＭ副実行委員長のキャラバン

ＰＭ６：００～

隊がお見えになっています。

会場

大磯プリンスホテル

3、1月4日

会費

１００００円

大磯町の賀詞交換会の席上で、大磯ロ

ータリークラブが高額寄者として表彰されました。

子供は無料

表彰状と記念品として金杯、勲章（記章？）を戴き

目的

家族５０００円

親睦 .友情を深める事を重点にしますので、

これは、大磯ロータリークラブ創立50周

ビンゴゲーム等楽しい夜間例会したい。各自景品を

年記念事業として、青色パトロールカーを寄贈した

ご持参下さいます様お願いします。物品 .商品券 .宝

事に対する表彰であります。

くじ .（最高3000円以下～1000円位）

ました。

＃、大磯ロータリークラブ会員は、景品はクラブで
用意します。
より多くの会員 .家族に出席して戴きますようお願
い致します。
＃、例会終了後

理事会を開催します。Sダイニン

グにお集まり下さい。
それでは、ここでキャラバン隊の皆様に、今年
のIMの特徴 .見所や期待される内容について発表し
て戴きます。皆様どうぞお願い致します。
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第8グループIM

懇親会では今までなかった各クラブより各1名/1組

キャンペーン

でアトラクションをやって頂きたい=会長幹事会で
話されていると思いますが、是非芸達者な方を出し

◇常磐卓嗣ガバナー補佐挨拶 ：

て頂いて会を盛り上げて頂ければ有り難いなと･･･。
皆さんが最後まで残って頂きたいという主旨のもと
に行いますので、2月10日、是非皆さんの出席をお
願いしたい。一般の方も多数お呼びして熱海市長の
お話を聞く予定になっています。これもロータリー
の広報の一端になります。皆さんに来たい方がおら
れればご一緒にお越し下さい。皆様の御参加、ご協
力をお願い致します。貴重な時間有り難うございま
した。

◇幹事報告
新年明けましておめでとうございます。今年もよ

1．2月ロータリー

ろしくお願い致します。ガバナー補佐になり、任期

レー トは1ドル=110

あと半年になりました。最大の事業がIMです。南ク

円です

ラブの野村IM実行委員がお見えです。お配りしてい

2． ポ リ オ 撲 滅 チ ャ

ますようにプログラムも出来上がりました。講師に

リティゴルフ大会
協賛

は熱海市長の齊藤栄氏をお呼びして町の活性化、地

井上浩吉直前幹事

依 頼 (平 塚

域の活力についてお話しをお聞いてみたいと計画し

湘南RC)

ています。場所は駅から近いプレジールです。お酒

3． 下 半 期 会 員 数 、

も出ますのでお車は乗りあわせでお出で下さい。16

人 頭 ･比 例 分 担 金 報

日に平塚記者クラブへ行ってPRして参りまして一般

告依頼

の参観者を募集したいと考えています。開場は400

4．7クラブゴルフコンペの案内

人くらい入ります。第8グループは240名くらい、一

5．2018年1月の「職業奉仕月間」リソースの案内

般の方60名くらい来て頂いて300名、少し余裕があ

6．2018-19年度「地区便覧」作成のためのア

るくらいで行えればと思います。懇親会の最後まで

ート提出のお願い。

楽しんで過ごして頂くように南クラブは一生懸命企

7．トロント国際大会：日本人親善朝食会の

案内

画を立てています。また各クラブのPRも清水さんの

8．「米山記念奨学会」2017-18年度下期普通

寄付

方で企画を立てていますので、皆さんどうぞ繰り合

金送金のお願い

わせ出席下さい。

9．第19回ロータリー国際囲碁大会」の案内

野村IM実行副委員長：

10．青少年交換学生のための日本語講師紹介/

おめでとうございま

薦のお願い

す。本年もよろしくお

配布物 ：ロータリーの友1月号

願い致します。ガバナ

会報2426号

ー補佐が言われた事に

ガバナー月信1月号

付け加えることはあま

半期報告書

りありませんが、今年

2018-19年度理事役員表

ンケ

推

いう駅近でやるので便

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

利になることと、時間をいつもより短縮して、皆さ

・新宅文雄さん： ①大磯町小瀬村様、高塚様卓話

んが最後までおられるようにという考慮もしていま

よろしくお願い致します。②ＩＭキャラバン隊常盤

す。

ガバンー補佐、清水幹事、野村副実行委員長様ご苦

常磐ガバナー補佐のご希望は全員が出席して欲しい

労様です。

というのが第1なんです。私たちホストもそれが適

・井上浩吉さん： 今年も楽しい1年でありますよう

うように一生懸命準備しているところです。最後の

に、よろしくお願い致します。

は会場がプレジールと
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桜川 誠さん

・守屋紀忠さん： 新年あけましておめでとうござ

遺児をみまもる会

います。本年もよろしくお願い致します。

理事長

・百瀬恵美子さん：・ おめでとうございます。

設立：平成25年1月18日

ＩＭキャラバン隊の皆さん、ようこそ、宜しくお願

住所：970-8044

曽我泉美

福島県いわき市中央台飯野4-2-4

いします。大磯町都市建設部の皆さん宜しくお願い

電話：0246-32-0321

します。

FAX：0246-46-0322

info@fukushima-child.com

◇ 河本親秀奉仕活動委員長：

チケット：2000円×200枚

1．3月11日チャリティ

販売計画：大磯RC会員5枚×14人＝70枚

コンサート：回覧にこ

第8Ｇ各クラブ5枚×6クラブ＝30枚
1月18日にＰＲします。

のチラシの原稿が入っ
ています。東日本大震

大磯町＝30枚

災 孤 児 ･遺 児 支 援 が 目 的

出演者＝20枚

です。今までの復興支

＃、いわき鹿島ＲＣから曽我泉美さんかどなたか出

援からより対象を絞っ

席依頼

て支援します。いわき

＃、大磯町長挨拶

鹿島RC会員の曾我泉美さんが経営しておられるNPO

＃、会場内募金箱募金活動:3~4名たすき掛け

・・・・残50枚

依頼

法人「ふくしま震災孤児･遺児をみまもる会」に寄
以上

付し、会が運営されている「チャイルドハウス･ふ

卓話：大磯駅前整備計画説明

くまる」で世話されている約60名の孤児･遺児の支
援に使用されます。演奏家は大磯在住のマリンバ奏
者岩岡美希さん(大磯RC50周年で記念演奏)、ソプラ

大磯町都市計画課長

ノ歌手の田中詩乃さん、パーカッションの大島俊一

同

計画課主査

小瀬村
高塚

昭さん

健太郎さん

さんとピアノが私の長女河本充代の4人です。来週1
8日の第8グループの会長･幹事会でチケットの購入
の協力をお願いすることになると思います。よろし
くお願い致します。
2．2月10日のIMでクラブ紹介用のパワーポイント原
稿を創りまして、先ほど清水さんに見て頂き、これ
で良さそうとのことですので、少しブラッシュアッ
プしてIM実行委員会に送りたいと思います。

◇理事会報告： 2018年1月11日（木）
1．二宮RCとの合同例会の件
出席者：大磯RCは8名？二宮RCは12名？大磯RC出席
者を増やしたい。会員 .家族に再度連絡する。

大磯駅前ロータリーに大磯RCと姉妹クラブ小諸RCと

景品はこの中から1500円捻出する。 の友好の樹として桜と他にミモザが植樹されていま
すが、これらを移植する必要があるため、現在進行
景品購入：まとめて百瀬さんに依頼した。早急に人
会費：10,000円
数を連絡する。

中の 「大磯駅周辺安全･安心賑わい創出計画」案 A,B,

2、チャリティーコンサートの件

C３案について計画書を配布、詳しい説明がありま

3月11日（日）開場13：30

開演

14： 00

した。これらの案について各方面からの意見を聴取
し、今年中に結論を得て実施の見込みであるとの事

海の見えるホール
主催：大磯ロータリークラブ

です。
以上

後援：大磯町
目的：東日本大震災孤児・遺児支援
支援先：NPO法人

ふくしま震災孤児・
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