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会長エレクト

石山 智司

第２４５１回
■司会:桜川 誠
◇プログラム
◇出席報告

・10月25日：休会
例

会

例会

■点鐘：守屋 紀忠

出席率

FAX：0463-61-6281

幹 事 大藤

勉

平成３０年１０月１８日 №１１

■合唱：手に手つないで

・11月1日：通常例会、理事会

会員数 出席数

TEL：0463-61-1111

・11月4日：大磯宿場まつり

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(６名 )

２４５１回 15(13)

７

53.85％

－

－

原、太田、田中、伊丹、石山、井上さん

２４４９回 15(13)

８

61.53％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(０名）

◇出席報告：百瀬恵美子委員
◇おめでとうございます

新宅文雄さん
(10/15)：
結婚記念日祝：

お花有り難うご

河本親秀さん

ざいました。私

(10/9)：

は昭和42年に結

綺麗なお花有り

婚致しました。

難うございまし

吉田茂が亡くな

た。61回目にな

った年です。私

ります。60回は

が結婚したのが

ダイヤモンド婚

15日、吉田さん

と呼びますが61

が亡くなったの

回は？。結婚以

は 20日 で､国 葬

来二人とも病気

があったのが31

らしい病気をし

日です。金婚式2年前に家内が亡くなりました。な

なかったのです

くなってみるとこれが良いところばかりが思い出さ

が､8月に熱中症が引き金で脳梗塞と診断され､10日

れてなりません。
( 編者注 ：15年までは毎年の記念日に名称があり、その後

ほど入院しました。大分元に戻りつつあり、カーブ

スという女性専用のジムにも行くようになりました。 は5年ごとに名称があります。65回はブルースターサファイ
この歳まで家内の健康を気に懸けた事がなかったの

ア、70回はプラチナ)

ですが、ただ今奥さん孝行に励んでいるところです。
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◇ 米山奨学会表彰＝米山功労賞：

◇幹事報告

大藤勉幹事

回覧
1．脇ガバナーから地区大会お礼状
2．2018/19年度新会員セミナー：
3月22日･23日､ローズホテル横浜 石川町駅前。

河本親秀さん(第6回)

会費15,000円

◇会長報告

守屋紀忠会長

3．米山功労クラブ（14回）感謝状(注:100万円毎に
感謝状が贈呈される)
4．ハイライトよねやま
5．例会変更：平塚RC､平塚西RC 11/14オープン例会
6．小諸RC会報
7．星槎グループ 世界こども財団等より
SEISA Africa/Asia Bridge 2018の案内：11月10
日(土)、11日(日)星槎中学高等学校スポーツ･文化
交流を中心とした催し

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

新宅文雄さん

・守屋紀忠さん： 地区大会参加ありがとうございま
した。河本さん新宅さん結婚記念日おめでとうござ
います。
1．地区大会参加有り難うございました。

・河本親秀さん： 結婚記念日祝のお花有難うござい

2．第8G会長幹事会報告：

ました。61回目になります。家内が10日間入院しま

・IMのテーマは食育

したが元気を取り戻して頑張っています。瀬戸さん

講師：食育推進団体NPOイートライトジャパン・

イニシエーションスピーチ楽しみです。マリンバの

理事長 砂田登志子氏 to事務局長 安武郁子氏

岩岡さんと娘が大磯でライブをやります。（12月8

3．理事会報告：

日）宜しく。

(1)北海道胆振地震義捐金：15,000円

・百瀬恵美子さん： 瀬戸さんイニシエーションスピ

(2)職業奉仕月間卓話依頼：12月6日

ーチ楽しみです。河本さん新宅さん結婚記念日おめ

(3)二宮RC合同例会：来年1月26日(土)

でとうございます。

(4)小諸RC55周年記念式典参加：11月14日(水)､例

・新宅文雄さん： 結婚記念日の花ありがとうござい

会変更11:00点鐘、昼食後出 発、小諸1泊の予定

ます。瀬戸さんイニシエーションスピーチ楽しみで
す。（地区大会で平塚ＲＣの成瀬さん、升水さんと
会い瀬戸さんが入会した事を告げました。「よろし
くと」の事です。）
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・新宅文雄さん：

「立てば芍薬、座れば牡丹、歩

スキー

く姿は百合の花」こむら返りの激痛に芍薬が劇的に

妻との出会いは友人たちと行ったスキーでした。毎

効果がありました。うれしいです！！

年一度は家族で行っています。
次男は生後６か月で山頂まで連れて行ってしまいま
したが、周りのスキーヤーもビックリされていまし

イニシエーションスピーチ

た。今思うと馬鹿な親だなーと思います。

瀬戸 亨一新会員

サッカーのコーチ
国府ジュニアサッカークラブのコーチをしています。
長男、次男が入部している為に仕方なくお父さんコ
ーチをしています。
サッカー経験はありません、子供たちの練習や試合
に同行したりできる親が少なかったので、始めまし
たがレフリー資格も取って中学生のレフリーもする
ほど関わっています、
最近やっとサッカーのルールがわかってきました。
そんな感じです。
会社の案内 になります。
会社の設立

平成20年5月です。

6帖の物置を事務

所に登記して創業しました。
事務所は生沢に平成23年4月に越して現在に至りま

自己紹介
生まれも育ちも大磯町国府新宿でございます。六所
神社の隣で45年、現在は東海大学病院に近い場所に
住んで４年程です。
経歴：月京幼稚園→国府小学校→国府中学校→小田
原城北工業高等学校：建築課→成瀬産業株式会社→
起業：大創建設→株式会社大創建設

建築に関る事なら何でもお引き受けしている状況で
す。
左が 会社のロゴマーク でございます。
会社名の大創は100円ショップの大創産業と同じ漢
字ですが大磯の大と創造の創です。
ホームページのＵＲＬ：にOISO-Cが含まれています

家族
妻と５年生の長男、２年生の次男、年少さん長女の
五人家族です。

が、Ｃの意味に込めたのが
「建築・技術相談・住環境を通じての介助・社会と
のお付き合い・創造」

おふざけしている子供達の写真です。

です。

ロゴマークを考えていた頃を懐かしく思います。東

趣味

海道五十三次大磯宿の絵画を見ていて思いついたマ

バドミントン
日頃から週２回程、バドミントンを国府中学校でし
ています。
19： 00 ～21： 00 までですが、20： 00 頃に行って他
の人より元気に練習しています。
今年の11月にも行きますが、山中湖へ合宿に行った
りもしています、最近は姉妹都市交流の小諸のバド
ミントン部の方と合同で合宿をしています。
２枚目は小諸市のバドミントン部の皆さんが大磯に
スポーツ交流会で来てくれた時の写真です。
現在は体育協会の理事を務めていますので、先日も
小諸体育協会さんとのスポーツ交流会に小諸に行っ
てきました。
ホテルキャッスルに宿泊致しましたが、小諸ＲＣさ
んの定例会も同日にあったみたいです。

す。

ークです。
現在の会社名とロゴマークには「人・家・街」人に
やさしい・家創り・街創りとメッセージを加えて看
板にしています。
大磯町役場に備え付けの封筒に宣伝を入れさせて頂
いています。
弊社は 今期10周年 となりましたので、イベントとし
てLIXIL展示会が東京ビックサイトで開催された時
に合わせて、東京観光にお客様をご招待いたしまし
た。
昼食後に浜離宮を散策、そこでは昔、鷹狩をしてい
たそうです、たまたま放鷹術を披露していました。
大変天気が良く、こんなにお客様と行くツアーが楽
しいと思いませんでしたので、また、開催したいと
思っています。
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心がけて仕事をしています。
スポンサー協力
国府ＪＳＣ(サッカー)の看板を設置したり、６年生

地元消防団

の卒業記念大会の運営費を補助したりしています。

いました。

レイア(星槎国際

消防団での思い出を少しお話しします。

女子サッカークラブ)のスポンサ

ーに！

去年まで第六分団の副分団長を務めて

1． １２年間 第６分団で活動を致しました。 去年まで

レイアのトップ選手が従業員に居まして、公式試合

副分団長を務めていましたが退団

用のユニフォームの肩にエンブレムを付けています。 2． 今年の出初式では勤続10年以上表彰を代表で受けまし
た。
次は 業務内容 を案内させて頂きます。

3． 消火活動に良い思い出はありませんが、吉田邸の火災、
真冬の真夜中の火災は大変な思いを致しました。【軍

以前の会社で
湘南平 展望レストラン：平塚、レストランラピス
ラズリ：大磯などの建築に携わりました。
弊社が手掛けた建築物の案内 です。
大磯町の発注物件

鴫立庵茶室改修工事

手が濡れるとそのまま凍りつきます】
※吉田邸には神奈川県平塚土木事務所公園課の発注
物件で５案件程、公園整備の一環で建築・土木工事
に携わりました。消火活動時の記憶が今でも鮮明に
よみがえります。

先日の台風２４号の被害で鴫立庵全体に直しの必要
な部分が数点出てしまい、修繕の見積中です。
大磯教会 ：文化庁 登録有形文化財

大磯町では２

番目の登録です。
１番目は大磯迎賓館（旧木下邸）でステンドグラス
修理等もさせて頂きました。
地場屋ほっこり 、ほっこり＋ONE、桜カフェの増改
築をさせて頂きました。
関連して伊豆箱根交通さんからの依頼も受けていま
す。
コンクリート造、鉄骨造の新築、
レイクウッド、平塚富士見：売店トイレ新築工事、
ゴルフ場のシューズエアクリーナーも

１４日の地区大会に参加して、他地域の皆さんがど
んな感じで参加してられるのかお会いしてみたかっ

弊社の作品です。
店舗の改修工事 では

ＲＣに入会してみて

たのですが、娘の七五三のお祝いの日と重なってし
居酒屋「わにのへそ」、自然

食レストラン「にじまる」
外構工事では大型門扉なども設計・施工しました。
屋上にデッキテラスを計画・施工をしました。

まっていたので、伺えなくて、残念でした。
さて、こんな私に奉仕活動が出来るのか不安であり
ますが、
社会とのお付き合い だと思って入会させて頂きまし

注文住宅の新築 も請負います。
アプローチに記念としてビー玉をコンクリートの舗
装に埋たり、思い出造りをしました。

た。
今後共、ご指導いただきながら自分の出来る事は僅
かかもしれませんが、頑張りますのでどうぞよろし

自宅のテラスのコンクリート舗装にもビー玉 で飾り

くお願い致します。
以上

付けをしました。
ビー玉は半分少々埋め込めますが、長女はぶすっと
埋めちゃいました。

編者注:瀬戸さんは21枚の写真スライドを映しなが
ら話されたので文中その表現がありますが写真でご

案内の様に、 顧客に密接に関わり、満足を得て貰え

覧下さい。

るように、楽しんでもらい、喜んで貰えるようにと
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