★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13
★例

会：第1・第3・第5

会 長

木曜日

TEL/FAX：0463-36-2255

12:30～13:30

石山 智司

大磯プリンスホテル

会長エレクト

斎藤 好正

第２４８３回
■司会:瀬戸 亨一

TEL：0463-61-1111

■点鐘：石山 智司

例会

FAX：0463-61-6281

幹 事 桜川 誠
令和元年１０月３１日 №１１
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◇プログラム ・11月７日：通常例会、理事会･11月14日：休会・11月21日：通常例会・11月28日：休会
◇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(３名 )

２４８３回 16(14)

１１

78.57％

－

－

原、太田、田中さん

２４８１回 16(14)

１1

78.57％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名 )

◇出席報告

◇会長報告

百瀬恵美子委員

石山智司会長

合唱・それでこそロータリー

10月19日、20日の地区大会に出席された皆さん有り
難うございました。特に2日連続出席された百瀬さ
- 1 -

ん、河本さん、桜川さん本当にご苦労さまでした。

・井上浩吉さん： 鈴木さんイニシエーションスピー

◇幹事報告

チ楽しみです。

桜川誠幹事

・百瀬恵美子さん： イニシエーションスピーチ楽し
みです。よろしくお願いします。
・新宅文雄さん： 鈴木さんイニシエーションスピー
チ楽しみにしています。
国府小学校のサッカーゴール設置についてご迷惑
かけて申し訳ありません。
・布川史明さん：・ 鈴木さんイニシエーションスピ
ーチ楽しみにしております。よろしくお願いいたし
ます。
・鈴木美乃さん： 今日イニシエーションスピーチを
回覧

させて頂きます。苦手な事なのでどうなるやら…。

1．杉岡ガバナーより地区大会出席のお礼状。

よろしくお願いいたします。

2．「クラブと会員のロータリーに関する意識調査

・河本親秀さん： 鈴木美乃さんイニシエーションス

(アンケート)のお願い」が日本のロータリー100周

ピーチ楽しみです。先週、青少年交換プログラム希

年実行委員会･ビジョン策定委員会から来ています。 望の森田実和さん、池田光輝さん、夫々お母さんと
共に面接。とても良い候補者として地区に推薦しま
3．新会員の集い(会員増強･維持セミナー)：
日

時：12月7日(土)14:00~20:00

した。

場

所：藤沢商工会議所６Ｆ

☆瀬戸会報委員： 2481回会報野卓話の資料が第2

テーマ：「プロジェクトＸ挑戦者達」きみのＸは

482回会報の裏側に掲載されていますので確認下さ

どこで輝く？

い。

☆新宅奉仕活動委員長：

対象者：入会3年目までの会員、クラブ会長、
担当委員長
配布物
1．会報2481回、2482回
2．ロータリーの友11月号
3．11月行事予定
4．新宅さんより：国府小学校サッカーゴール寄贈
に関する情報(協力お願い、税務上の扱い)

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

河本親秀委員
国府小学校サッカー部ゴール購入支援：
先般皆さんに国府小学校のサッカーゴールが腐食
して危険で使えなくなり、コーチをされている瀬戸
会員が個人で寄付をしようとしたが、それは学校の
サッカー部を私物化する事になるのではという批判
があり、相談を受けまして、皆さんにクラブで支援
=各人の寄付をまとめて大磯ＲＣとしてゴールを寄
付する＝しませんかとファックスを流しました。
支援金の優遇税制問題:
その中に各人の寄付は一旦大磯町に寄付し、その資
金でサッカーゴールの購入に充てられる目的指定寄

・石山智司さん： 地区大会に出席の皆様ご苦労様
でした。鈴木さんイニシエーションスピーチよろ

付の扱いになるので確定申告時に優遇税制扱いにな

しくお願いします。

ると記しましたが、改めて大磯町税務課に確認した
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ところ、個人として町に寄付する場合は優遇税制度

◇ イニシエーションスピーチ

が適用されるが、クラブの寄付は対象にならない。

鈴木

また個人の寄付資金は次年度予算に計上され､来年4

美乃さん

月以降にゴールを購入する事になるとの事です。今
すぐゴールを購入する場合は優遇税制は受けられま
せん。
しかしゴールは今すぐ必要なので、50周年記念事業
の青パト寄贈のようにクラブとして購入し、寄贈し
たい。従ってが優遇税制は受けられません。申し訳
ありません
昨日宮澤さんを石山会長と共に訪問､10万円の寄
付を頂いてきました。
クラブでサッカーゴールを購入寄贈についての賛否
： 賛成大多数。
意見交換：
・子供達が喜ぶ事なので、支援には賛成であるが、
クラブ内での手続・順序が違っているのでは？

どんな人間かわかっていただきたいと言う自己紹介
と思いますので､先ず生まれから話すのが良いので
はと…。

・理事会に諮る前ににファックスが送られた。
・先ず内容を皆に計ってから寄付を呼び掛けるの
が順序と思う。

私の生い立ちと今
銀座生まれの銀座育ちです。東京銀座で明治時代開
業から3代続いた歯科医で､姉と私の二人兄弟で男の
子はいなかった。父の期待むなしく姉と私は養子を

サッカーゴールの購入設置代：321,000円

迎えることも無く後を継がなかった。

瀬戸さん ：このサッカーゴールは大磯町の子供サッ
カークラブと学校の体育にも使っているものですが、
錆が酷くて危険なため校長が除去すると言われた。
町には予算が無く、ゴールが無くなると子供クラブ
のサッカーも無くなる危機感があり､子供達が署名
活動を始めた。緊急事態でもあったので、新宅さん
に相談して､ファックスを流して頂きました。

幼稚園から高校まで同じ学校(お茶の水大学付属）
に通学。大学受験の時、高3の時鎌倉の友達から横
浜の山の手にあるフェリスという学校のことを聞い
て＝東京の大学も受験して合格したのですが＝憧れ
てフェリス女学院大学英文科に入学。それまで東京
の学校には自宅から地下鉄で通い、山手線にも乗っ
たことが無く、東京から出たことが無い人なので、
横浜まで電車通学する事で私の世界が一挙に広がり

手続き的には誤っていた事､お詫びします。

”わー つ ”!!と言う感じでした。
その頃の趣味は手芸でした。

宮澤会長との会話から星槎の現況＝新宅談＝
・ 東京オリンピックに関連 してブータン、エリトリ
ア、ミヤンマーの選手受入・支援準備で大多忙。
・ 現在全国学生数4万人、職員2,700人
・ 井上一国際学園理事長 が退任、後任を宮澤会長が
就任されたのは、井上さんが星槎の将来を担うた
めにより広い経験を積むための人事。(宮澤会長
補佐役)
・ 宮澤さんの理想 =大磯キャンパス3万2千坪中20％
しか使っていない。学園キャンパスの中に福祉・
医療関係施設などを創設

/導入して町を創りた

い。など
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ですが夜歌うことが多く家事がやれなくなるし、東
京での仕事なので夜遅くなるので月1回くらいに抑
えている。大磯では5回目となる11月9日、皆様の応
援ありがたく心から感謝します。
オフィス鈴を経営しており、ミュージシャンとの付
き合いも多く、ミュージシャン=ピアノ、ギター、
邦楽、能など)の紹介もします。何かあればお世話
出来ます。
大磯との出会い
大磯との出会いは4年前、それまで高輪の高層マン
ションにいて見晴らしが良く、レインボウブリッジ
=鈴木さん手造りのハワイアンキルトなどの見事な

も見えるとても良いところでしたが、東日本大震災

作品を紹介＝

の地震でとても怖くなり、引っ越ししたく思い、夫

実は3才くらいから喘息になり、一時転地もしたり

に訴えかけましたが、当時は未だ夫の仕事が忙しく

して少しずつ良くなっていたが、息が出来なくなる

無理。あと1年で引退となった頃に、たまたま用事

ため今まで3回気を失うほどのこともありました。

で大磯に、駅で降りた瞬間に”此処だ”何と素敵な

私の今までの一生を振り返ると具合の良かった方が

ところだと二人で駅前のベンチに二人で座りなが清

少ない。体育も殆ど見学していた。でもスキーだけ

々しい気持ちになり、住みたいと強く思い､探して

は得意!しかしこの10年行ったことがありません。

みようという事になり、見つけて貰った(マンショ

主人は寒いところが嫌いで一緒に来てくれないので

ン)のですが、10日ほど日当たりはどうかなど朝早

全然やっていません!!

くとか通って確認し、引っ越してきました。3年半
経ちます。毎日のように良かったねと言いながら大

音楽との関わり
しかしながら歌を褒められ、一人で歌うことも多か

磯生活を夫々楽しんでいます。夫は大磯町国際交流

った。小学4年で少年少女合唱団に入り、時にはテ

協会の理事をしています。又大磯の卓球協会のお世

レビにも出ていた。喘息には良いと両親も応援して

話もしています。奨学生の面接などもしており、ア

くれていた。音大に進みたかったがピアノが全然ダ

メリカの会社にいて役に立って良かったねと言って

メだったので諦めました。

います。

その後息子の学校(立教)で賛美歌を歌うくらいしか

その中でこの度お誘いを受けロータリアンになりま

していなかったが、或時、友達に誘われてマーサの

したが、私とロータリーは大分前に家族が豊島東ロ

カルチャーセンターでジャズヴォーカルを始めた。

ータリークラブのチャーターメンバーでしたので､

すると次の歳の発表会で賞を貰い、それからは毎年

家族会に出席する事があり、「奉仕の理想」は今で

ライヴのステージに立たされ4曲くらい歌っていま

も覚えていたので歌えます。私が家族としてロータ

した。しかし趣味感が強くちっとも勉強しなかった。 リーに行っていた頃は男性会員ばかりでしたが、今
10年ほど前にマーサ三宅師匠から「もういいかげん

は百瀬さんもおられますし、頼りにしています。

真面目に勉強したら？私は考えていることがあるの

これからは私自身が大磯ロータリアンとして何かの

よ．貴方はもっと早く出ると思ったけど、遅いから

お手伝いが出来るようになれば嬉しいと考えていま

と言われ、期待されていたことにビックリ、個人レ

すが、何分にもかなり抜けていますので、いろいろ

ッスンを受けるため師匠の自宅に通う事に。大きな

教えて頂きながら覚えていきたいです。どうぞ宜し

ステージ(ジャパン･ヴォーカル･ジャンボリー）で

くお願いいたします。

のオーディションを受けるうに言われ、受かったの
で、それからは毎年出演(日比谷公会堂)するように
なり、自分の意識も遊び感覚から皆さんにお聴かせ
する人に変わりまして、一生懸命やるようになりま
した。自分の意志とは反対のようにどんどんオファ
ーが来るので、それに応えるのに必死でやっている
内に皆さんの前で歌えるようになっていったと思い
ます。
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以

上

