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◇プログラム
◇出席報告

・9月12日：休会
例

会

TEL：0463-61-1111

■点鐘：石山 智司

出席率

幹 事 桜川 誠

例会

令和元年９月５日 №６

■合唱：君が代・奉仕の理想

・9月19日：通常例会、瀬戸亨一さん

会員数 出席数

FAX：0463-61-6281

・9月26日：休会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(４名 )

２４７８回 16(14)

10

71.43％

－

－

原、太田、田中、大藤さん

２４７６回 15(13)

11

78.57％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）

◇新会員入会式：鈴木美乃さん

◇長寿会員表彰（敬老の日）：満80才以上

新宅文雄さん 河本親秀さん 井上浩吉さん

石山会長よりロータリーバッジ贈呈

会長より記念品(プリンスホテルギフト券)贈呈
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◇出席報告

百瀬恵美子委員

◇会長報告

石山智司会長

☆瀬戸さん：

皆さんから気をつけて行って下さいと言われるの
ですが、何に気をつければいいのか分かりませんが
…(^_^)。ウ ガン ダへ と言うと皆 さんから何 処?何
で?と言われます。帰りは1人で帰るというのが不安
なんですけど、行くのはコンフロントワールドの荒
井さんと一緒ですので心配有りません。
・到着まで20時間くらい掛かる。言葉は英語、スワ
ヒリ語、ルガンダ語。
・通貨はウガンダシリング
・黄熱病の予防注射は1週間前に打ち、あと2日で出
国可能。(出国9/8)
・町はどんなだか?食べ物はどんなだか?行かないと
分からない。

理事会報告 (8/22)：

・空港から首都まで2時間、首都からブタンバラ県

1． 敬老祝 :プリンスホテルギフト券(5千円)を贈呈=

まで3時間から半日かかる。交通事情によって変わ

河本さん、井上さん、新宅さん。

る。帰りは首都に寄って空港へ。

2． 第26回大磯宿場まつり :協賛/参加します。
協賛金1万円。経費はスマイルボックスから支出。
3． 瀬戸さんウガンダ視察補助金：
5万 円を ク ラブか ら＋ 会員有 志か らの募 金(12万
円)を贈呈。

会場から：身体には気を
つけて!

水はしっかり確

保して!

無事に帰って来

て下さーい!!!
百瀬さんより→
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◇幹事報告

桜川誠幹事

・石山智司さん： 鈴木さん入会頂き有難うございま
す。心から歓迎します。末永くロータリーを楽しみ
ましょう。
・井上浩吉さん： 鈴木さん入会おめでとうございま
す。これからもよろしくお願い致します。
・新宅文雄さん： 鈴木美乃さん入会おめでとうござ
います。
・百瀬恵美子さん： 鈴木美乃さんようこそお出で下
さいました。よろしくお願いします。
敬老祝皆さんおめでとうございます。何時までもお
元気で!
・瀬戸亨一さん： 河本様、井上様、新宅様、敬老祝

回覧：
1． 2020年地区研修協議会 の第4回実行委員

会開催

おめでとうございます。

のお知らせ：9月9日(月)18:30より平塚商工会議所

鈴木様初めまして､よろしくお願いします。

2． 地区公共イメージ委員会 よりFacebook, You Tub

8日からウガンダへ行ってきます。

eh配信の協力依頼。

・守屋紀忠さん： 鈴木さん入会おめでとうございま

3． ガバナー公式訪問の礼状

す。

4． 地区大会での表彰の案内 ＝米山奨学会一人当た

・布川史明さん： 鈴木さん入会おめでとうございま

り寄付地区2位。

す。よろしくお願い致します。

5． 地区大会メジャードナー顕彰午餐会 案内

・鈴木美乃さん： 本日より入会させて頂きました。

6． 北九州豪雨被害への義捐金 のお願い。

どうぞ宜しくお願い致します。

7． 訃報 ：平塚北ＲＣ赤塚健さん(享年87)

・河本親秀さん： 鈴木美乃さん入会おめでとうござ

8． 9月ＲＩレート =108円

います。心より歓迎致します。今後とも長くお付き

9． 米山梅吉記念館館報

合いよろしくお願いします。

10． ガバナーノミニー選出 の件

瀬戸さんウガンダ渡航ご苦労様です。無事帰国を祈

配布物：

ります。

1．ロータリーの友9月号

☆河本財団委員：

2．会報第2477号
3．ロータリー財団より、確定申告用領収書

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

河本親秀委員

先程報告がありました地区大会での米山奨学会寄付
地区第2位表彰ですが、第1位は平塚西RCで4万7千円、
大磯は39,500円です。これは昨年度イスラーム君の
クラブ米山奨学金への寄付が大きく作用しています。
誰かが壇上に上がることになりますが、これは理事
太田知加子さんから「お誕生日祝い(9/5)を頂き

会で話し合って頂きたい。それとメジャードナー顕

有難うございます。欠席申し訳ありません」と電話

彰午餐会､当地区で初めての開催ですが、出席して

がありました。

きます。

=お母様をお大事になさって下さい=
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☆百瀬さん：

公益社団法人大磯町観光協会、大磯町商工会、大磯
ロータリークラブ、後援：大磯町教育委員会となっ
ています。よろしくお願いします。
す。クラブ財政難の中ですが、是非皆さん/クラブ
から費用の支援をお願い致したく、よろしくお願い
します。

クラブフォーラム
進行

河本

親秀さん

1． ウガンダトイレ建設プロジェクト:
大磯宿場まつりの実行委員会に参加してきました。
今回は朗多里座はありません。場所は変わって賑わ
い座の斜め前にテントをお借りして店を出します。
出店許可証も頂いてきました。協賛金1万円と共に
費用の支出をお願いします。まつりの前日21日の午
後に準備を始めますので何方か何人かお手伝い頂け
ればと思っています。この後理事会でお計りします
のでよろしくお願いします。
テントと机を2つ借りること。ポリオ撲滅寄付募金
をやること、催し物としてトイレットペーパーつか
みどりを考えている。

コンフロントワールドから8月31日付で寄付お願い

風船とヘリウムガスボンベの調達が必要で、平塚RC

書、誓約書、見積書が来ています。文面がやや不十

の柏手さんか地区公共イメージ委員の小林さんと相

分なので修正する必要があると思いますが、地区提

談する。

出までたっぷり時間があるので、十分に検討の上完
成したいと考えます。ただ出発が9月8日なので､そ

☆新宅さん：

れまでに現金化して現地に持参する時間が必要なの
で､今日の理事会にかける時間が無かったので、9月
2日に45万円振り込みました事をご了承お願いしま
す。
瀬戸さんにはこのプロジェクト進行途中に参加をお
願いし、更にウガンダに視察に行って欲しいとお願
いして大変ご迷惑をおかけしています。
その為瀬戸さんはご家族と水盃を交わして出発され
るとか…(^_^)
私が初めてフィリピンへ行った時、又そのあとイ
ンドへ行った時、人々の生活現場/状況を見て本当
に心をえぐられるような気持ちになりました。それ

今日入会された 鈴木美乃さんのチャリティ･ジャズ

が自分がロータリーを続ける大き力になっています。

コンサート を11月9日(土)海の見えるホールにて行

瀬戸さんがウガンダで過ごすことの出来る時間は1

います。未だチケットが出来ておりませんが、是非

日半くらいですが、それでも行く価値があると確信

皆さんのご協力をお願いします。チラシの下方に主

しています。

催深秋ジャズコンサート実行委員会として、協賛：
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ウガンダがどういう国か知らないのですが、ウガ

ンダには隣国スーダン内戦の避難民が沢山流れ込ん
でいますが、トイレ建設地のブタンバラ県は難民で
はなく元からの現地住民が住んでいる町なので、命
の危険は少ないと思いますが、トイレを使える住民
が25％、衛生的なトイレを使える人は18％しかいな
い町です。1人1日当たりＧＤＰは1.16ドルという貧
しい国ですので、しっかり実情を見て欲しい、写真
を沢山撮って帰られたら皆に見たことを話して頂き
たい。
クラブとしての補助金と共に会員の皆さんからも
支援金を拠出頂き有り難うございました。瀬戸さん
の必要渡航費には及びませんが、皆さんのお気持ち
は瀬戸さんに充分届いたと思います。無事のお帰り
を祈ります。
2． 地区大会について ：
日時：10月19日(土)13:00~
10月20日(日)12:30~

会長幹事会
大会

会場：小田急ホテルセンチュリー相模大野
相模女子大学グリーンホール
クラブ紹介：クラブ奉仕活動写真(前年度海
岸清掃写真を提出済み)
表彰：米山寄付地区第2位守屋直前会長登壇
長 寿 会 員 (80才 以 上 )=河 本 さ ん 、 井 上 さ ん
（両氏の写真提出済み)
記念講演：櫻井よしこ氏「女性が輝く時代」
以上
3． 地区研修協議会実行委員会：
大磯ＲＣ担当：会計監査

大藤、河本

他に設営･懇親会委員会に2名出して欲しいとの要
請あり=石山、桜川両氏決定
瀬戸さんウガンダ持参写真撮影：
集合写真：出席者全員撮影
例会場周りの景色撮影
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