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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

№２１第２４３３回 例会 平成３０年３月１５日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・3月22日：休会 ・3月29日：休会 ・4月5日：大藤勉さん、理事会 4月12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(4名

２４３３回 14(12) ８ 66.67％ － － 原、太田、大藤、野田さん

２４３１回 14(12) ８ 66.67％ ２ 83.33％ 原、田中さん◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(2名）

◇ゲスト紹介

(米山奨学生）イスラーム･アシュラフ君

2月 6日か

ら昨日(3 / 1

4 )までエジ

プ ト に 帰 っ

て い て 、 東

海 大 の 日 本

人の友達5人

が エ ジ プ ト

に来て6人で

エジプトのアチコチを回りました。帰る前に中国人

の友達もエジプトに来ていて、僕の今やっている研

究の話をしたら、「似たプロジェクトが中国にある

よ」と中国に誘って貰って、調べたら安い航空券が

取れたので、また明日中国へ3日間行ってきます。

帰ってきたら卒論とかやる事が山ほどあるので、こ

れからも頑張って行きますので、宜しくお願いしま

す。

：イスラーム君の卒業は8月との事。米山奨学金制度

奨学金は昨年4月から1年半で8月まで支給されます。

米山奨学金は1年から最長2年間支給されるシステム

になっています。

◇おめでとうございます

(3/24)誕生日祝：河本親秀さん

88歳になりまし

た。米寿を祝う

ツアーを申し込

んだんですが満

員で断られてし

まい、家内と切

歯扼腕していま

す。

あと2年現役で頑

張りたいと思っています。今年は百瀬さんのガバナ

ー補佐幹事という大役があり、もう一つ茅ヶ崎の地

区社協の会長をもう1期(2年)務める事になっていま

すのでそこまでは頑張ろうと思っています。

百瀬さんのサポートは私1人では足りませんので、

皆さんのサポートをお願いします。

「人の喜びが自分の喜びになりますように、人お役

に立てる事が自分の喜びになりますように」そうい
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う人間になりたいと思ってきましたが、未だもうち

ょっと掛かりそうです。それまで頑張って参りたい

と思っています。

お祝い有り難うございました!!

テーブルのお菓子はイスラ◇守屋紀忠SAA代理：

ーム君からのエジプト土産とチャリティコンサート

に来られたいわき鹿島RCからのお土産です。

ホワイトデー花束贈呈：◇

百瀬さんと事務局の手塚さんへ

百瀬新宅会長：

さんには何時も

クラブ全員にお

土産やプレゼン

トを頂き、花束

一つでは申し訳

ありませんが･･･

･

◇会長報告 新宅文雄会長

1．地区から日付が201

7年5月5日付で2016-17

年度会長J.S.ジャーム

RI会長からの大磯クラ

ブ創立50周年を祝うメ

ッセージとワッペンを

送ってきました。

2．3/11日のチャリテ

ィコンサート実施に当たり皆様のご協力を頂き大変

有り難うございました。お陰様でコンサートは大成

功に終わったと思っております。お客様は喜び、演

奏者はお客様の反応を見て達成感を味わい、我々は

計画以上の収支結果が得られ、本当に良かったと思

っております。

収 支 明 細

チケット販売:214枚：428,000円

募金額： 127,263円

収入合計： 555,263円

会場費： 50,000円

出演者謝礼： 100,000円

ピアノ調律費： 25,000円

チラシ等印刷費： 32,400円

看板作成･撤去： 8,640円

支出合計 216,040円

寄付可能額： 339,263円

注：他にいわき鹿島RCよりお祝い金あり。

「いわき鹿島RC」から「NPOふくしま震この金額を

して頂きます。災孤児･遺児をみまもる会」へ贈呈

3．青少年交換学生ティ－トス君が今朝京都見学･研

修会に出発しました。百瀬さんが今朝早くティ－ト

ス君を小田原まで送って頂きました。京都旅行は地

区青少年交換委員会の企画で費用の7万円は自己負

担で行う事になっています。

4．米山記念奨学会寄付目標は1人2万円です。井上

さんが高額寄付された事で、1人1万円を寄付頂けれ

ば目標達成できます。

◇幹事報告 田中敏治幹事

1．地区研修協議会での表彰：4月8日の地区研修･協

議会に於いて前年度の財団寄付に対する表彰

2．青少年交換学生「京都研修旅行」=3月15~17日=

の集合場所と保険証持参の件

3．ハイライトよねやま216号

4．ガバナー月信掲載用の第8グループのクラブ紹介

の原稿依頼

5．次年度がバナー公式訪問のための資料作成･提出依頼

ガバナー月信3月号配布：

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 桜川 誠さん

・新宅文雄さん：

桜が咲きました。3

月11日のチャリティ

ーコンサートは皆様

のご尽力により大成

功になりました。

・新宅文雄さん：

河本さん誕生日おめでとうございます。イスラーム

君ようこそいらっしゃいました。今月で最後ですね。

頑張って下さい。

日曜日は皆様お疲れ様でした。・田中敏治さん：

河本さんお誕生日おめでとうございます。いつまで

もお元気でご指導、よろしくお願い致します。

誕生日祝い有難うございます。・河本親秀さん：

８８才です。あと２年９０才までは現役で頑張りた

いと思います。イスラーム君ようこそ。

新宅会長、幹事、音楽会盛大に・井上浩吉さん：

行われ、大成功おめでとうございます。参加出来ず

に残念でした。

河本さんお誕生日おめでとうご・守屋紀忠さん：

ざいます。イスラーム君ようこそ。

河本さんお誕生日おめでとう・百瀬恵美子さん：

ございます。

3月13日PETSに出席しまし◇守屋会長エレクト：

た。次年度RI会長はバリー･ラシンといわれます。

バハマ･ニュープロビデンス島出身、East Nassauロ



- 3 -

ータリークラブ所属。テーマは「インスピレーショ

ンになろう」です。変化を求めると言われました。

ガバナーは茅ヶ崎湘南RCの脇洋一郎氏です。公式訪

問は9月27日(木)です。

脇洋一郎ガバナーの地区方針：

1．奉仕の実践

2．RI戦略計画の推進

・クラブのサポートと強化

・人道的奉仕の重点化と増加

・公共イメージと認知度の向上

3．会員増強･会員維持

クラブ会員数29名以下のクラブ:純増1名

30名以上49名以下のクラブ:純増2名

50名以上のクラブ: 純増3名

4．寄付のお願い

R財団年次寄付：200ドル/1人

恒久基金：1000ドル/1クラブ

ポリオ撲滅： 40ドル/1人

米山奨学金寄付：20,000円/1人

5．ロータリー賞へのチャレンジ

6．マイロータリーの登録率向上

フォーラム

チャリティコンサート開催の振り返り

司会進行 新宅会長

新宅会長より：

1．チャリティコンサート新宅会長開会挨拶原稿の

再読:不参加の会員に知って頂くため

(主旨のみ)

・東日本大震災発生から7年目のメモリアルデーに

チャリティコンサ後援:大磯町、協賛:いわき鹿島RC

ートを開催する運びとなりました。かくも多数の皆

様にお出で頂き、盛大に催す事が出来ました事、心

から御礼申し上げます。

・ がチャリティコンサートの趣旨に賛音楽家の皆さん

同頂いて、心ばかりの出演料で演奏下さる事へのお礼。

・ が応援頂いた事へのお礼。第8グループ６ロータリークラブ

・支援先の「NPO法人ふくしま震災遺児･孤児をみま

もる会」理事長で元いわき鹿島RC会長の曾我泉美さ

んからの感謝の言葉の披露など。

2．寄付については記録に残すため、一度スマイル

に入れててから、いわき鹿島RCへ送金する事とする

＝\339,263＝

3．チケット販売：

第8グループ6クラブ：50枚

出演者3名： 78枚

観光協会： 6枚

大磯クラブ会員： 80枚

計 218枚

4．大磯町に後援をお願いしたので報告書を出します。

5．第8グループ6クラブ会長･幹事にお礼状を今日の

会長･幹事会で渡します。

6．出演者の方々にお礼状を出しました。

7．中崎町長にお礼状を出しました。

8．当初収支差額で17万円くらいと思っていましたが、

倍近い金額になりました。特に募金箱に12万7千円余

も入った事は驚きでした。中には1万円札、5千円札も

入っていました。凄い方がいらっしゃるな !!あ

コンサート来場者の感想など：

・大震災から7年経って、何かして上げたいと思っ

ていたが方法が分からなかったところこのチャリテ

ィコンサートがあったので参りました。

・音楽演奏も良かった。素晴らしかった。感動しま

したという方が結構いました。

・岩岡美希さん、田中詩乃さんが会場一杯のの方か

らあんなに大きな拍手を頂いて嬉しかったという感

想を漏らしておられた。

・演奏者が舞台衣装のまま募金箱を持って募金を呼

びかけられたところ、列をなして募金をして頂いた

事にも驚かれたとの事でした。

・あれだけの音楽演奏で2千円では安す過ぎるので

チケット代以上寄付してきましたというご夫婦がい

ました。

・選曲もポピュラーなものが多く入っていた ので、

皆乗々りになったのでは!

・映像も音も撮ってあり、ただ今処理中ですがビデ

オ録画の方は逆光で撮ったものであるため難しいか

も知れません。出来上がればご披露します(河本さ

ん)

・大磯町や近隣の人達に大磯ロータリークラブはこ

ういう事をやっているという印象に残るイベントを

1年に1回くらいはやった方が良いのでは。会員増強

に役立つと思います!!・幕間にロータリーと大磯RC

の奉仕活動をパワーポイントで話しましたが、それ

でロータリークラブは何をしているかが分かったと

いう方もおられました。

・原さんの奥様、桜川の奥さんなど陰の力も大きか

ったし、我々少人数であれだけのことが出来たのは

大成功だったと思います。

皆さんのご協力でチャリティコンサート新宅会長：

は大成功でした。有り難うございました。


