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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

№２２第２４６２回 例会 平成３１年２月２１日

■司会:桜川 誠 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：手に手つないで

・2月27日：休会 ・3月7日：ゲストスピーカー ・3月14日：休会 ・3月21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

２４６２回 15(14) １０ 71.43％ － － 原、太田、伊丹、大藤さん

２４６０回 15(14) １１ 78.57％ － － 石山、伊丹、井上さん◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(３名）

◇おめでとうございます

結婚記念日祝：

百瀬恵美子さん

(2/13)

13日にお花が届

きました。有り難

うございました。

丁度50年迎えたの

で夫婦で湯河原温

泉へ行ってきまし

た。健康に気をつ

けて二人元気にや

って行かないといけないので将来の事温泉で話し合

ってきました。改めて大切にしないといけない人だ

なと感じました。本当に大事にして行きたいなと思

いました。

｛ごちそうさま(^-^)｝

◇出席報告：桜川誠委員

◇会長報告 守屋紀忠会長

先日のIMご苦労様でした。滞りなく終わりました。

1．理事会報告：

・次年度ロータリー手帳：入会3年までの新会員

へ配布(5冊)

・星槎グループの星槎国際高校湘南女子サッカー

部の全日本高等学校女子サッカー選手権大会優

勝を記念しての卓話を宮澤会長または井上理事

長に依頼：5月9日に設定。

・例会変更：5月2日が皇位継承で国民の祝日に変
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わるので、5月9日に変更

・6月27日の納会を1泊で行う。場所はエキシブの

湯河原離宮を予定)

次年度テーマ：「ロータリーは世界をつなぐ」2．

に決定。RI会長はマイク･

ダニエル ･マローニー氏、

アメリカ･アラバマ州出身

3．2019-20年度会長エレ

クト研修会PETS開催：3月

12日(火)9:30~19:30、於

ミナパーク藤沢。石山会長エレクト出席．(百瀬AG

出席）

4．2019年地区研修協議会：4月21日(日)

12:30～18:30。於日大藤沢．近くなれば参加者は

纏まって一緒に行きたい。

5．3月の例会日変更：3月7日、28日になるので間違

いのないように。

◇幹事報告 田中敏治直前幹事

1．2019-20年度地

区補助金プロジェ

クト申請について

2．インターアク

ト一泊研修の登録

締め切り2月10日

まで延長のお知ら

せ。

3．チャーターナ

イトのお知らせ：かめりあRC

4．会報：小諸RCより

5．配布物：ガバナー月信8号、会報2458回

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 新宅文雄さん

結婚記念日、百瀨さんおめでとう・守屋紀忠さん：

ございます。

百瀨さん結婚記念日おめでとうご・河本親秀さん：

ざいます。米山奨学生カウンセラー感謝状を頂きま

した。

結婚記念日のお花ありがとうご・百瀬恵美子さん：

ざいました。

百瀨さん結婚記念日おめでとうご・田中敏治さん：

ざいます。いつまでも夫婦仲良くして下さい。

◎食学び 噛み 噛む 噛んで お茶・新宅文雄さん：

食後◎百瀨さん結婚記念日おめでとうございます。

☆河本親秀さん

1．米山記念奨学金修了式･歓送会に出席し、カウン

セラー感謝状を頂きました。イスラーム君は残念な

がら所用で欠席しました。修了者は21名(欠席者2

名)で、夫々のホストクラブからカウンセラー、会

長が出席、6人の大学の指導教官が出席されていま

した。修了式ご感想会が催され、卒業各学生から感

謝と将来についてのコメント発表がありました。

当日配布された2780地区米山学友会が発行した機

関誌「交流」20号「世界の懸け橋」の16頁にイスラ

ーム君が「私の留学生活」と題して来日の動機、大

学での研究テーマ、大学院卒業後、交通システム産

業の会社に勤め､技術力を高め、エジプトの社会的

基盤である交通システム構築に携わり、将来日本と

エジプトの懸け橋となりたい。と述べています。

イスラーム君への卒業記念品として「和光」製品

と「鎌倉彫」を預かってきました。3月7日の例会で

渡したいと思います。

2．前から話していましたNPO法人コンフロントワー

ルドがウガンダでトイレ建設プロジェクトを立ち上

げる事になり、それに対して財団地区補助金で支援

しようと考えています。その申請のために必要なプ

ロジェクトの情報を求めているところです。原君が

現在休職中との事なので、その情報も含めて一度会

う事にしています。申請は3月末が期限です。（補

助金の最高額は50万円、うち20％はクラブ負担）
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☆百瀬恵美子ガバナー補佐

2月9日のIM本当に有り難うございました。皆さんの

お陰で大成功する事ができて感謝の思いで一杯です。

あの日は前日から雪の情報で空ばかり眺めていまし

た。お陰様で雪は降らず、講演者の砂田先生も東京

から車の予定を電車に切り替えて(東京、横浜は降

った)予定時間通り来られ､最後まで無事に済ませる

事ができました。皆様のお陰です。特に平塚クラブ

の皆さんのお助けと河本さんが講演者にずっと張り

付いて接待して頂いて感謝の思いで一杯です。

砂田先生､安武先生からお礼のメールが来ています。

昨日は、お世話になりました。『

平塚ロータリークラブの皆様、サポートの皆様のお

人柄、御心に触れることができて、とても心地よい

時間を過ごすことができましたこと心より御礼申し

上げます。本当に有難いお時間でした。この度のご

縁に心より感謝申し上げます。 と言って頂きまし』

た。

皆さんのご支援に心から感謝申し上げます。

フォーラム

公共イメージの向上

：大磯クラブには公共イメージ委員会がな守屋会長

いので、今後公共イメージを上げるために何をすべ

きか？について皆さんと話し合いしたい。

今まで実施した主なプロジェクト

周年記念事業：

・青パトロールカー寄贈

・国府中学校吹奏楽部コンクール優勝記念に楽器寄贈

・大磯駅構内に桜植樹

・同 ミモザ植樹

・ミヤンマーへ消防自動車寄贈

・町民へさざんか苗500本配布､

・花の種幼稚園、小学生低学年に配布

・大磯町文化財地図作成配布

・図書館､学校に図書寄贈

：奉仕活動

・東日本大震災支援：財団補助金を活用し、第8G7

クラブ合同でいわき市の江名、永崎小学校に楽器、

体育用備品、机、図書棚など寄贈

・大磯宿場まつり：茶菓提供、ポリオ撲滅募金、吉

田邸再建募金、東日本大震災募金

・大磯なぎさ祭：麻薬撲滅うちわ、パンフ配布、タ

オル配布

・大磯運動公園桜植樹

・中国語講座

・大磯･国府中学校に救命訓練用キット寄贈(地区補

助金活用)

・大磯中学校に出前講座

・大磯小学校異文化交流教室に米山学生派遣青少年

国際交流会(米山、青少年交換学生）・チャリティ

コンサート

・海岸美化キャンペーン
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・フィリピン地震災害者へ衣料を集め送付

・少年フットサル大会カップ･賞品提供

寄付：

・ロータリー財団寄付

・米山奨学会寄付

・ボーイスカウト、ガールスカウト

・エリザベス･サンダースホーム

・星槎世界こども財団

・コンフロント・ワールド

：各人よりの質問、意見

・昔は何か良い事をしても一切ロータリーの名前を

出してはいけないと言われていた。

・体育協会や町の行事に顔を出すようになって知っ

たが、ライオンズクラブが剣道や柔道の大会に協賛

しているが、ロータリーは 無いのかな？と思った。

子供達のサッカーなどスポーツの助成をして上げら

、予算はどうなっているのか？1万円れるのか？

以下なら良いのか？10万円以下なら？全く分からな

い。入会してずっとイスラーム君の世話をしている

外国の人をサポートする会のを見て、ロータリーは

何処まで声を掛けて良いのか全く分からななのか？

いのが現状。

・以前こどものフットサル大会を支援して､カップ

と参加者全員にノートをあげた事があり喜ばれた。

・ボーイスカウト、ガールスカウトに10年ほど毎年

助成金を出していたが人数が減ってしまったので中

止した歴史がある。

奉仕活動の予算はどうなっているか？・

・ になっスマイルボックス寄付金が奉仕活動の予算

ている。以前は年間40万円くらい集まったが今は会

員減少と例会数減少で少なくなっている。今年の予

算は30万円となっている。

奉仕活動の予算会議はあるのか？・

会員から提案や他団体からのオファーがあると理・

して決める事になっている。事会で検討

・インバウンド対策で大磯町の人達の英語力を上げ

る事に貢献

・ を立てる観光案内の英語の看板

・継続してやれるプロジェクトを。単発では消えて

しまう。

・ライオンズの英語朗読大会は24年続いている。し

かし知らない人が多い。

・学校に本棚と図書の寄贈

・エリザベス・サンダース・ホームへ寄付

・誰かが中心となって5年続けるといった態勢が必

要。

・地域社会貢献でなければいけないと思っていたが、

でも良いと言う事です子供の教育やスポーツの助成

ね

・地域が喜んでくれる事をする

・先ずは国際貢献ができないといけないのか？と思

っていた

最優先は地域社会である・

・高齢者か、青少年か、障害者か対象を絞る必要が

ある。

・地域のニーズを的確に捉えて提案お願いしたい

・ があり、小諸市の担小諸に素晴らしいサッカー場

当者に少年サッカーを連れてきてくれませんかと言

われ、是非 ね小諸の子達と国府の子達と戦わせたい

と話しています。バスを出すとお金が何十万円もか

かるので、どういう形を取れば旨く行くか考えて

います。

大磯ロータリーク・大磯町教育委員会と話し合って

を創るラブ奨学金制度

・地元でサッカーロータリー杯を

・ (東日本大震災子供のチャリティフットサル大会

支援)に招待されている。小さな子供でもチャリテ

ィ活動をしている。支援の方法があるのでは

・机の上で議論しているだけでは何もできない。小

さな事から始めましょう．是非提案して下さい。

・奉仕活動の仕組みが分からなかったんで‥

守屋会長 今年：時間が来たのでこれで終了します。

度中に準備して次年度から実行できるよう、是非提

案をお願いします。

(終了13：40)


