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■点

鐘：新宅 文雄

・３月11日：チャリティーコンサート
例

会

会員数 出席数

出席率

FAX：0463-61-6281

幹 事

例会

田中 敏治

平成３０年３月１日 №２０

■合唱：君が代・奉仕の理想

・3月15日：フォーラム

・3月22日：休会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(5名 )

２４３２回 14(12)

７

58.33％

－

－

原、太田、野田、大藤、井上さん

２４３０回 14(12)

１４

100.00％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）

◇会長報告

新宅文雄会長

3、2月15日第8G会長幹事会が開かれました。

１．本日は大変暖かい

A,

今年のIMは皆さん評判が良かった。

陽気になりました。平

B,

チャリティーコンサートのチケットは予定通り

昌冬季五輪では過去最

50枚完売しました。100,000円預かっております。

高の金４、銀５、銅４

4、チャリティーコンサートのチケットの販売状況は、

の１３個のメダルを獲

A、観光協会

10枚（10－6＝4･･･残）

得した。小平奈緒選手

B、齋藤さんに6枚、

の優勝直後の韓国選手

C、原さん（奥様）10枚

と、互いに尊敬し健闘

D、出演者の方に50+20+10＝80枚

合計106枚

を讃えあって抱き合っ

販売114枚＝228000円

ていた姿は印象的でし

出席予測数：歩留まり90％＝198席（220×0.9）

た。数々のドラマが生

来賓・招待者数（チケット持参しない人）

まれ感動しました。

A,

来賓町長

1名

2、神奈川 新聞3月 1日

B、ティートス君関係

から、会員の宮澤保夫

C、いわき鹿島RC

7名
2名

さんの「わが人生」と

5、プログラムと流れは・・・・・既にFAXでお知ら

いう経歴が連載されま

せしておりますので、分って頂いてい事と思います

す。我々はクラブ会員

当日出席者は

の履歴が新聞に報道さ

百瀬さん、大藤さん、桜川さん、田中さん、守屋さ

れる事を、大変誇りに

ん、新宅・・・９人です。欠席者は5人です。

思います。

司会進行担当の桜川由美子さんは桜川誠さんの令夫
- 1 -

原さん奥様、石山さん、河本さん、

人です。

3年生時バングラデシュ国際協力隊（BICP)を立ち上

更に詳細はこのあとフォーラムで決めていきたいと

げ、バングラデシュでストリートチルドレンの支援、

思います。

ウガンダでテラルネッサンスのインターンでスーダ

◇幹事報告

田中敏治幹事

ンの少年･少女兵の社会復帰に挺身したり、クラウ

回覧：

ドファンディングで寄付金を集めて南スーダン難民

1．地区新会

地区でサッカーチームを立ち上げるなど、素晴らし

員の集い,新

い活動をしている事。また3月にNPO法人コンフロン

会員選出のお

トワールドを立ち上げ卒業後その活動に専念する事

願い。

を決めている事などを推薦理由に上げて推薦書を提

2．台湾東部

出しましたので報告します。

クラブフォーラム

地震への義捐
金のお願い。

司会･進行：新宅会長

3．地区研修
協議会財団部門アンケートへの

回答依頼

下記資料に基づき3月11

4．カウンセラー所見・奨学金受領確認書提出の件

日の「東日本大震災孤

（米山記念奨学会より）

児･遺児支援チャリティ

5．2018年3月のロータリーレートは

コンサート」フォーラ

1ドル=108円

ムが行われ、合意され

6．米山学友会冊子「交流」

ました。

7．オクトンカタログ2018年度版

聖ステパノ学園

配布物：

見えるホール：

ロータリーの友3月号

1． 駐車場は4台ありま

会報2429・2430・2431回
チャリティ･コンサート

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

海の

すが（岩岡さん、大嶋さん、河本さん、新宅）
プログラム

2． 海の見えるホール使用上の注意事項
・集客数は200名以内とする事（厳重注意）
・会場内での飲食、喫煙はご遠慮下さい

守屋紀忠さん

・新宅文雄さん：

会場周辺、及び施設敷地内での喫煙は、ご遠慮下さい

日々充実しています

・開演中は携帯電話・アラーム等の電源はお切り下さい

か？成果を出して下

・会場以外の施設の立ち入りは堅くご遠慮下さい

さいね！

・非常時は係りの誘導に従い避難して下さい。非常

・田中敏治さん：

口は前方向かって右側に１ヶ所、舞台向かって後方

永い間、お休みを頂

の４ヵ所となります。
◆

きすいません。これ

上記の内容は主催者側で徹底して頂くことを
お願いいたします。

からは出席出来ると
◆

思いますので宜しく

そ の他

録音 ・ 写真 撮 影の 許可 につき まし

ては、主催者側で判断下さい。

お願い致します。

（出演者の許可否は河本さんに聞いて頂く）

・百瀬恵美子さん： フォーラム、よろしくお願い
します。

3、会員皆様の集合時間と昼食・・・

☆守屋紀忠さん：今日の 大磯 町広 報紙に 3月 11日

・11時集合コミュニケーションタイム

のチャリティコンサート開催の件が掲載されていま

・11時30分~12:00昼食

全員で会場を見て確認する。

その後各持場へ

した。

☆河本親秀さん：地区から 卓話者データーベース

・昼食数・・・・・・18食

を作りたい。今までの卓話者で印象に残る、或いは
他クラブに卓話者として推薦できるロータリアンま
たは外部の方を推薦して欲しいとの要請が参りまし
たので、原貫太君を推薦しました。彼は早稲田大学
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出演者4+1＝5名
いわき鹿島RC会長
会員

8+3＝11

幹事

2名・・・・・7名

石山、大藤、河本、桜川、百瀬、

守屋、田中、新宅、手塚、原、桜川

コンビニ弁当+ペット茶＝700円

百瀬さんにお願い。 新宅の5人が出席。

・当日欠席者 宮澤、井上、太田、齋藤、野田＝5名）

守屋さん、大藤さんは欠席。

＜配置案＞

４．米山記念奨学会への寄付は、井上さんが90000

大磯駅：石山さん、（2時15分まで）

円入金されました。

いわき鹿島RCの2名は大磯駅着が11時29分です。
正

門：守屋さん、桜川さん、「チケットは完売し
ました」（2時15分まで）

受

地区の1人20000円をクリアするため、井上さん以外
の会員は10000円を4月30日までにお願いします。
その他・・・・・

付：百瀬さん、河本さん、田中さん、大藤さん、 ５．3月11日のチャリティーコンサートの出席扱い
原朱希子さん、譜めくり女性、桜川由美子さん、 は、メークアップ扱いとする。
手塚さん、新宅

年24回（月2回）の例会を通常例会とし、地区協議

① 募 金箱に「東 日本大震災支 援」を入れ る・

会、地区大会、IM、公式訪問の4件を特別例会とし、
宿場まつりは例会変更とする。なぎさの祭典、美化

・・手塚さん

② 矢印 A4サイズで作る・・・手塚さん
③ 弁 当・茶はス マイルから捻 出する。・ ・・

キャンペーン、チャリティーコンサート等はメイク
アップ扱いとする。
６．青少年交換学生は京都旅行に行くことになって

・・・手塚さん

④ い わき新聞リ ーフレットコ ピー・手塚 さん
⑤ プロジェクター、いわき市復興誌、
⑥ 軽ワゴン車・・・新宅
以上

いる。学生の皆さんは日本に来る時に既に費用を持
参して来ています。ティートス君も旅行に参加しま
す。小遣いを10000円クラブからプレゼントする事
を決めました。
以上

◇理事会報告 2018年3月1日（木）
大磯プリンスホテルS.DINING
１．台湾東部地震への義援金の件、
1人500円×14人＝7000円をスマイルから支出する事
になった。
２．次年度会務分担の件・・・・・原案を修正して
決定した。
奉仕活動委員会委員長と社会奉仕を田中敏治さんに、
クラブ運営委員会委員長石山智司さんのクラブ研修
委員も石山智司さん
会員選考委員

新宅文雄に決定した。

３．4月8日（日）地区研修協議会（横須賀市県立福
祉大学）
出席者は河本さん、百瀬さん、石山さん、田中さん、
- 3 -

