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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

№２５第２４３７回 例会 平成３０年５月１０日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・５月１７日：休会 ・５月２４日：百瀬恵美子さん ・５月３１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

２４３７回 14(12) ７ 58.33％ － － 原、太田、石山、田中、伊丹さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）２４３５回 １４ 14 100.00％ － －

常磐卓嗣 ガバナー補佐◇ゲスト：

◇おめでとうございます

誕生日祝：百瀬恵美子さん５／８

毎年有り難うございます。年は言わないけど70才を

超えました。これからも1年1年大切に過ごして行き

たいと思います。

◇会長報告 新宅文雄会長

1、本日は、

国際ロータリ

ー第2780地区

第 8グルー

プ 常盤卓嗣

アシスタント

ガバナーが、

現次引継ぎの

挨拶にお見え

になっており

ます。

次年度のアシスタントガバナーは、勿論、百瀬恵

美子さんです。後程 お二人にご挨拶戴きます。よ

ろしくお願い致します。

2, 大磯クラブの皆様のご協力のお陰で、ロータリ

ー財団1人200ドル、米山記念奨学会1人20000円、全

会員分を振り込み完了しました事を報告します。有

難うございました。

3、平塚市で毎年開催される「よさこい祭り」が、

今年は6月3日（日）に開催されます。この「よさこ
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い祭り」に協力依頼があり、クラブから10000円の

協賛金とロータリーのブースが設けてありますので、

大磯クラブからは参加者4名の依頼がありました。

4、大磯町の「町ぐるみ美化キャンペーン」が5月27

日（日）7時~8時30分実施されます。毎年大磯ＲＣ

は参加しております。出来るだけ多くの方の参加を

お願いします。参加者にはメイクアップ扱いとしま

す。今年は飲物を用意します。

5、6月7日（木）18:00点鐘 18：30 ティートス君

の送別会を挙行する事になっております。全員の参

加と各自スピーチ、パフォーマンスをお願いします。

6、教育的プログラム＝長期的奉仕活動について・

・・町民にアピールでき、町民を巻き込み、経済的

負担が少なく、長年積み重ねていけば更に注目され

るプロジェクトとなるものはないか考えてみました。

大磯町の中学生を対象にして、英語弁論大会を大磯

ロータリークラブが主催する事は、意義ある活動だ

と思います。

簡単にはできませんが、じっくりと準備して実行し

たいと思います。

皆様の参画をお願い致します。

7、例会後、理事会を開催します。理事の方はご出

席下さいます様お願いします。

◇幹事報告 井上浩吉直前幹事

回覧

1．青少年交換学生と財団

奨学生の募集開始のお知

らせ。

2．2018-19年度第8グルー

プ会長･幹事会開催のお知

らせ：5月23日(水)18時

平塚駅南口前みずほ野

3．次年度会員増強･会員維持セミナー開催のご案内

4．5月ロータリーレート1ドル＝108円

5．地区新会員の集いのご案内

6．ロータリー青少年交換6月オリエンテーションの

案内

配布物：

・ロータ

リーの友

・会報：

第2435回

2436回

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 守屋紀忠さん

・常盤卓嗣さん：

1年間お世話になり

ました。まだ終わ

ってはおりません

が次年度百瀨さん

の引き継ぎに参り

ました。よろしく

お願いします。

・新宅文雄さん：

百瀨さんお誕生日

祝おめでとうございます。常盤ガバナー補佐ようこ

そ。一年間ご指導いただきまして誠にありがとうご

ざいました。

常盤ガバナー補佐ようこそ。今・河本親秀さん：

後とも御指導よろしくお願いします。百瀨さん誕生

日おめでとうございます。

常盤ガバナー補佐さまお疲れ・百瀬恵美子さん：

様でした。誕生日のお祝いありがとうございます。

百瀨さん誕生日おめでとうござ・守屋紀忠さん：

います。

☆河本親秀さん：

今日は米山奨学生･

イスラーム君の出

席日なんですが、

この頃の寒暖の激

しさにやられて風

邪を引き寝込んで

いて、残念ながら

欠 席 に な り ま し

た。

米山奨学生については10月と3月にカウンセラーリ

ポートを地区を通して米山記念奨学会に提出するこ

とになっています。以下は私から提出した3月度所

見です。ご参考に報告します

カウンセラー所見

イスラーム君はエジプト･カイロの高校生時代に

東海道新幹線500系車両に憧れ、日本に関心を持

ち、新幹線をエジプトに導入する夢を実現する

ために、6年間国際交流基金カイロ支所で日本語

を学び、更にカイロの日本企業に3年間働いて日

本語を習熟し、お金を貯めて日本に来たという

経緯から、日本語の会話は日本人と変わらず、

漢字も充分読み書きできる能力を持って来日、
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東海大学工学部に入学、今年の8月卒業予定、9

月からは東海大学大学院に進む予定です。米山

奨学金を得て学費を賄い、生活費は得意の日本

語、英語を使って小田急電鉄で来日外国人の観

光案内のアルバイトをしています。

昨年5月以来、PPTを使ってエジプト国の歴史と

現況の説明と自己紹介の卓話、毎月のクラブ例

会への出席を真面目に果たし、毎回近況報告を

し、昨年11月の大磯RC恒例のイベント・大磯宿

場まつりに於いては、クラブ提供の朗多里座(演

芸舞台)観客への茶菓接待や町民にポリオ撲滅キ

ャンペーン募金を呼びかけるなど、クラブの奉

仕活動にも出席して我々と共に活動してくれて

います。

月には友人の中国人米山奨学生から情報を得て、3

中国で推進されている都市交通整備事業の実態

見学調査に中国を訪問するなど、初心忘れず、

勉学のみならず母国に適用可能な交通システム

の実際研究に力を入れるなど、真に優秀な奨学

生と高く評価しています。」

以 上

◇百瀬恵美子青少年交換学生カウンセラー：

ティートス君が安

部さん宅に移って1

ヶ月経ちました。

安部さんは試行錯

誤しながらティー

トス君に色々体験

させて上げようと

苦 心 さ れ て い ま

す。5月3，4，5日

に鎌倉のお寺で

座禅の修行の体験に自分の息子さんと一緒に行かせ

たようです。ティートス君の感想を聞きたいもので

す。

彼は6月23日に国に帰る事になっていますので、日

程は最終盤に入ってきました。最近友人の交換学生

といざこざがあったり、ドイツの親しい友達が亡く

なったショックで落ち込んでいるようです。ご本人

が自分でそれを乗り超えないといけないわけですが、

私から何か声を掛けて上げたいとも思いますが、ク

ラブとして何かして上げられることがないか、皆さ

んの胸の中に入れて置いて下さい。宜しくお願いし

ます。

◇ガバナー補佐引き継ぎ挨拶：

☆常磐卓嗣ガバナー補佐：

皆さん今日

は。第8グル

ープ のガバ

ナー補佐と

して1年間お

世話 になり

有り難うご

ざ い ま し

た。私は地

区に出て三回目でガバナー補佐になって、あまり良

く分からなかったのですが、逆にそれで色んな事が

やれたのかなと思っています。来年は私のあと、平

塚クラブから地区に10数人出ることになりました。

第8グループとして何をやらないといけないのかと

いうと、地区に出向している顔ぶれはずっと一緒な

んですね、人をやりくりして同じ事をずっとやって

いる。2780地区としては、人を入れ変えてやって行

かないといけないのかなとガバナー補佐としては思

っています。熱心にやって下さる人がいることは大

事ですが、色んな人に役を回すことも私達の仕事か

なと思いました。

そんな中で、来年度は百瀬さんと河本さんのコンビ

に役を回すことになりました。来年のＩＭのことを

心配されていると思いますが、私の幹事をやった清

水が実行委員長を、そして私が会長の時に幹事をや

った高橋はじめ若いメンバーが委員長と共に準備を

しますのでご心配なくやって頂きたいと思います。

1年間色々な意見もありましたが、終わってみて、

やって良かったと思います。他所のクラブのご飯を

食べる事が出来ますし、握手することも出来ます。

改めてこの立場の私を育てて頂いた皆様に感謝を申

（百瀬し上げて百瀬さんを紹介したいと思います。

さんと握手）
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☆百瀬恵美子次期ガバナー補佐：

もう既にガバナー

補佐としての訓練

･研修が始まって

います。研修を受

ける度に、ちょっ

と此処は私の来る

場所じゃなかった

かなと言う思いも

ありますが、受け

た限りは今まで研

修で受けた様々な

事を皆様に伝えて

行きたいと思いま

す。本当にロータリーって素晴らしいと言うことを

どの様な言葉で、どの様な形で伝えて行けば良いか

を今模索しています。私と河本さんでタグを組んで、

私と河本さんのやり方で、私と河本さんの雰囲気で

伝えて行ければ良いなと思っています。

とても常盤さんのようにガッツで、パワーは無いで

すけれど、私は私の雰囲気でこれからの1年のスタ

ートを切って行きたいと思っています。どうか大磯

の皆さん、忘れないで私を温かく陰から見守って頂

きたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致しま

す。

来年度の会長守屋☆大藤勉ＳＡＡ(次期幹事)：

さんは陰とは言わず、表に出てフォローして頂ける

と言う事なんで、宜しくお願いします。

皆んなで頑張りましょう!!!

クラブフォーラム兼理事会報告

会長 新宅文雄

1．次年度プログラムについて提案原稿について意

見交換し、次の通り決定しました：

＃、通常例会は24回。公式訪問、地区大会、ＩＭ，

地区研修協議会等４回は特別例会として前年通りカ

ウントする。

＃、例会数が減って、地区からの報告事項やその他

の報告が溜まり、情報交換の共有が薄れてきた。次

年度からは、12時から食事をしながらコミュニケー

ションを図り、12時30分～13時30分が例会とする事

を決定した。

2．次年度予算について

予算は会員数14人で編成し、会員増加時点で、その

都度補正する。

3．その他

＃、新会員について・・・・

候補者 清水一哉氏の会員推薦書、本人の申込み書

を提出し、会員選考委員会で承認して頂きました。

本日、理事会でご承認頂きましたので、全会員の了

承を得る手続きを執ります。よろしくお願い致しま

す。

＃、6月7日（木）18時点鐘 18時30分からティート

ス君の送別会 思い出に残るパーティーにしたい。

会員の皆様のスピーチ、得意芸等披露して頂き、楽

しい会になる様ご協力をお願い致します。

＃、教育的プログラム奉仕活動について

大磯町の中学生を対象にして、英語弁論大会を大磯

ロータリークラブが主催する案を教育委員会に連絡

しましたところ、大賛成でした。先生に余り負担を

かけない事、国際交流協会等の団体と一緒に開催さ

れると良いのではないかというアドバイスを頂まし

た。

＃、参考例＝大磯ライオンズクラブ主催の英語の朗

読大会は24年続いています。これは中学生全体の英

語力の底上げに寄与していて、優勝とか準優勝とか

のランク付けはしていない。教科書の中からでも良

いので、先生の負担も軽い。各クラスを5～6人のグ

ループに分け、優秀な生徒に限らず、熱心な生徒が

大会に出られる仕組み。一般聴衆者・保護者から大

会関係者合わせて100人位の人々が集う。良かった

ね、良く頑張ったね、とお褒めの言葉がかけられる。

＃、簡単には出来ませんが、確り準備して実行した

いと思います


