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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・第5 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 守屋 紀忠 会長エレクト 石山 智司 幹 事 大藤 勉

№１９第２４５９回 例会 平成３１年１月３１日

■司会:桜川 誠 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：それでこそロータリー

・2月7日：通常例会、理事会 2月9日：第８ＧＩＭ・2月14日：休会 ・2月21日：通常例会◇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

２４５９回 15(14) １１ 71.43％ － － 原、太田、田中、河本さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(０名）２４５７回 15(14) １１ 78.57％ － －

◇おめでとうございます

誕生日祝

伊丹信一郎さん

（1/28）

大磯ロータリークラブ

の仲間に入れていただ

いて初の誕生日を迎え

ました。これからも皆

様のご指導よろしくお

願い致します。

新宅文雄さん（1/29）

誕生日祝有難うござい

ます。８２歳になりま

した。自分の意識の中

では６２歳も７２歳も

８２歳も変わりません

が、身体的には老いた

なと思います。人に迷

惑をかけないで、生活

がエンジョイできる幸

せを噛み締めているこの頃です。しかし、何か恩返しを

含めて人様のお役に立てる事をしたいと思っています。

瀬戸亨一さん（1/31）

ありがとうございます。

なりたくなかった５０才

なりました。毎年誕生日

のお祝いされる事はあり

ませんでした。入会して

５ヶ月が経ちました。今

年は特別な年になりそう

です。これからもよろし

くお願い致します。
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◇出席報告：桜川誠委員

◇会長報告 守屋紀忠会長

インフルエンザが流行

しています。皆さん気

を付けて下さい。

１．理事会報告

「理事役員」「会務分

担」が決定しました。

（別紙参照）

２．2月９日ＩＭについ

て プレジール６階

「若松の間」でＰＭ13

時受付13時30分点鐘で

すので全員参加でよろしくお願いします。

３．星槎国際湘南女子サッカー部の祝勝会が先日あ

りました。多数の参加ありがとうございました。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．青少年プログラム海

外派遣実態調査ご協力

のお願い

２．2018年度下期普通

寄付金のお願い

３．社会・国際奉仕

卓話につい案内

４．インターアクト一

泊研修の案内

５．公共イメージ・米

山奨学セミナーの案内

６．米山奨学金終了学生終了式／歓送会開催の案内

回覧：

(1)ハイライトよねやま

(2)The Rotarian

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 新宅文雄さん

伊丹・守屋紀忠さん：

さん新宅さん瀬戸さん

誕生日おめでとうござ

います。

伊丹・井上浩吉さん：

さん新宅さん瀬戸さん

誕生日おめでとうござ

います。

伊・百瀬恵美子さん：

丹さん新宅さん瀬戸さ

ん誕生日おめでとうご

ざいます。

誕生日祝ありがとございます。・新宅文雄さん：

８２歳になりました。小さな社会貢献が出来ればい

いいなと思います。

☆新宅文雄さん

第２４回大磯町中学生英文朗読大会」に出席して参

りました。

日 時、2019年1月19日（土）

会 場、大磯中学校

主 催、大磯町教育委員会 教育研究所

＃、プログラム作成中学生（表紙デザインを含む）

＃、司会進行 中学生

開会式、1、開会の言葉 中学生

2、大磯町教育委員会 教育長挨拶

3、来賓挨拶 町長、ライオンズクラブ（柿谷さん

が英語で）

「出席来賓者 町長、教育長、教育委員、ライオン

ズメンバー町会議員、町教育研究所、国際交流協会、

保護者」

発 表 1, The three little pigs・・・４人

2, Little red riding hood・・・4人

3, Snow white・・・・・・・3人

4, Peter rabbit・・・・・・・3人

5, Little red riding hood・・・3人

~ 14, ・・・・

合計出演者52人担当の先生がその都度コメントする。

閉会式 大磯町教育研究所 英文朗読大会チーム

代表挨拶 閉会のことば 中学生

＃、約2時間で終了、この事業は、大磯の中学生全

体に英語の力の底上に寄与している。提唱したのは

大磯ライオンズクラブだったが、主催は大磯町教育

委員会。ライオンズクラブは今はアドバイザー的存

在かな。

上記の英文朗読大会に出席して、我々大磯RCの奉

仕活動で人道的、教育的、公共イメージアップ的な

クラブの看板になる奉仕活動を検討してみては如何

かなと思いました。永く継続して実行し、町民に大

磯RCといえば、すぐ思い出して貰えるいい奉仕活動

を模索したい。

東南アジア諸国の大学教育は英語で行われ、彼らに

とって英語は生活用語となっている。日本では教養

の一部であり、彼らに大きな後れを取ってしまった。

このままでは、グローバル社会時代を生き抜くこと

ができません。これまで、我々は、中、高、大で10

年間英語を学んできましたが、それでも現実には、

自信を持って話せる人は多くはありません。中学、

高校の英語の授業時間を合算すると787時間。小学3
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年から学ぶとすると1000時間近くになる。米国の国

務省は各国に駐在させる人に派遣先の語学を短期集

中的に習得させます。最も習得に時間がかかるのは

日本語で、平均2500時間かかったそうです。英語圏

の人にとって、最も難しいのが日本語のようです。

逆に言えば日本人にとっても同じ事で時間がかかり

ます。町民の中に「英語を使いこなす」町にしたい

という人がおり、真剣に考えているようです。老若

男女に英語.英会話を楽しく習得でき、使いこなせ

る様にするには、運動するとか、清掃するとか、習

い事をするとかを実行しながら、楽しく習得できる

方法を考え、大磯RCが企画し、人を集め、リーダー

を求め、その会の運営を支える為に、地区補助金、

グローバル補助金を利用して、多くの住民を巻き込

む奉仕活動、社会貢献事業をやりたいと考えました。

☆百瀬恵美子ガバナー補佐

2月９日（土）第８Ｇの

ＩＭが平塚プレジールで

開催されます。是非とも

全員参加でよろしくお願

い致します。

アトラクションでは恥ず

かしながら私もフラダン

スを踊らさせて頂きま

す。頑張ります。

皆さんよろしくお願いし

ます。

◇卓話

箱根駅伝の創設

守屋紀忠さん

１９１９（大正８）年の１０月、運動会審判員一

緒になった３人の若者の話から始まります。東京女

子師範 金栗四三と明治大学 沢田英一、東京高等

師範 野口源三郎です。

その年の夏に、金栗は下関から東京まで、沢田は

札幌から東京まで、次に走る場所を満州、野口がア

メリカ大陸横断、アメリカ大陸横断駅伝選考会、日

本国内で駅伝大会を開催する準備が始まります。現

在の箱根駅伝の始まり

金栗は東京高師（現筑波大）1912（明治４５）年

のストックホルム五輪にマラソン代表として出場し

た。「世界に適用するランナーを育成したい」「オ

リンピックで日本を強くするには長距離、マラソン

選手を養成すること。一度にたくさんの選手を作り

には駅伝競走が最適だ」箱根駅伝創設 早大、慶大、

明大、東京高師1920（大正9）年2月１４（土）、15

日に「四大専門学校対抗駅伝競走」

最初から東京箱根間のコースに決まっていたわけ

ではありません。

東京と水戸、東京と宇都宮、東京と箱根、アメリ

カ大陸を横断するにはロッキー山脈、そのためには

山岳コースが必要であると考えられました。各選手

の移動にも東海道を使えば比較的スムーズである面

白さからは往復コース「東京箱根間往復」東京のの

皇居付近をスタートし、箱根町・芦ノ湖付近で折り

返すという大まかなコースは継続されています。

但しこの誤差というのは距離が長くても良いとい

うことで、わずかでも短ければ公認コースになりま

せん。

大会当日は当初2月11日の紀元節（現在の建国記

念の日）選手の変更は出来ない、補欠はいない。

有楽町の報知新聞社前、往路は午後1時スタート

でしたから、箱根町小学校前のゴール トップの明

治大学が午後8時30分36秒で、4位の慶応義塾大学は

間もなく午後9時になろうか。

中継所は決まっており審判員もいました。コース

の途中には審判員はいませんでした。学生はフェア

プレーの精神でルールを守ることが前提で近道をす

るような者はいない。特に箱根山中で、どうやって

近道をするかに頭をひねっていたようです。5区は

暗闇を走ることになったので脇道にそれれば迷って

しまうので、近道をする者はいませんでした。6区

は大雪で積雪が15cmもあり、近道をすると足跡で分

かってしまう

約11分明大がリードしていましたが、東京高等師

範の10区走者・茂木善作がその差をひっくり返して

逆転優勝を飾りました。


