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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 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 大藤 勉

№１第２４９５回 例会 令和２年７月２日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・7月16日：クラブ協議会 ・7月23日：休会・7月30日：夜間例会・直前会長幹事慰労会◇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（５名

２４９５回 16(13) ８ 61.54％ － － 原、太田、田中、百瀬、鈴木さん

２４９３回 16(14) 10 71.43％ １ 78.57％ 桜川◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(１名)

◇出席報告 布川史明(鈴木美乃委員代理）

君
が
代
・
奉
仕
の
理
想

◇会長報告 新宅文雄会長

前年度石山会長、桜川幹事ご苦労さまでした。

・石山年度は7月に公式訪問。杉岡ガバナーの卓話

とクラブ協議会が開催された。

・9月には「大磯宿場まつり」が開催され、石山会

長の配慮により、ポリオアンド ナウをアピールす.
ることが出来た。

・R財団地区補助金を活用し、NPO法人コンフロント

ワールドと協力して、ウガンダにトイレを10戸建設



- 2 -

した。瀬戸会員が現 地に趣き、視察の報告があっ

た。素晴らしい国際奉仕となった。

・会員増強は1名。

・財団 米山の寄付も目標をクリアした。.
・11月、深秋ジャズコンサートを実行委員会と共催

した。Vo三鈴美乃 1枚2000円チャリティーの収益

金は（155124円） 聖ステパノ学園へ寄付した。

・国府小学校へサッカーゴールを寄贈した。 大磯

町から大磯RCは表彰された。「広報おおいそ」にも

掲載され、公共イメージアップとなった。

・最後の4ヶ月は、残念ながらコロナ災厄で、例会

中止となった。

石山会長、桜川幹事はお疲れ様でした。有難うござ

いました。

会長としてどこまで出来るか判りませんが、一所

懸命やりたいと思いますので、皆様のお力添え、ご

指導ご協力をよろしくお願い致します。

1、2020年が日本にロータリーが誕生して100周年に

なります。日本ロータリーは東京ロータリークラブ

と協力して、全国の34地 区に点鐘する「ゴング」

を配布されました。ガバナーが公式訪問時に持参し

て点鐘される予定です。

2、来年の話ですが、ガバナー月信4月号第8グルー

プの各クラブを紹介する記事を掲載される予定

です。年内に原稿、写真を準備できれば良いそ

うです。

3、前回の理事会で、理事 役員 会務分担表 と担当. .
者が承認され、例会でもご報告致しましたが、再度、

新会務分担の委員長を申し上げます。後程フォーラ

ムで各担当の委員さんを 決めて頂きます。よろし.
くお願い致します。

管理運営委員会委員長 守屋紀忠

会員増強委員会委員長 百瀬恵美子

公共イメージ委員会委員長 河本親秀

奉仕プロジェクト委員会委員長 桜川誠

財団委員会委員長 瀬戸亨一

引き続きフォーラムに入ります。よろしくお願い致

します。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．ＲＩ会長と久保田ガバナーの本年度の方針＝

別紙配付

2．上半期の地区人頭分担金の通知

3．2021年台湾国際大会は開催の予定。

4．7月のロータリーレートは107円の通知

5．今年度のプログラム･行事日程表

6．上半期年会費：通常より1万円引き下げ＝コロナ

による地区行事縮小による分担金減額を反映＝

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

スマイルボックス担当として初めての報告を致し

ます。よろしくお願いします。

本日から1年間会長を務めさせて頂き・新宅会長：

ます。ご指導ご協力の程よろしくお願い致します。

2020年は日本のロータリーの100周年です。

：2020年ロータリー年度スタートおめで・河本さん

とうございます。新宅会長、大藤幹事、1年間ご苦

労様です。よろしくご指導お願いします。

:新年度新宅会長、大藤幹事、・守屋会長エレクト

本年度よろしくお願いします。昨年度石山会長、桜
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川幹事ご苦労様でした。

：新年度スタートおめでとうござい・石山直前会長

ます。昨年度はいろいろ皆様にお力添え頂き有り難

うございました。新宅会長、大藤幹事頑張ってくだ

さい。

：今年度ＳＡＡという大役を仰せつかり・布川さん

ました。瀬戸さんの後任と言うことで、自分でつと

まるか不安でいっぱいですが頑張りますのでよろし

くお願いいたします。

：初の理事になりました。まだまだ分か・瀬戸さん

らない事が多くて不安ですが、新年度もよろしくお

願い致します。

☆河本姉妹クラブ委員

一昨日6月30日付けで、我々の姉妹クラブである

「いわき鹿島ＲＣ」が解散しました。創立会長で、

姉妹クラブの窓口になっておられた小野久太郎さん

に電話し、その原因をお聞きしました。

いわき鹿島ＲＣはコロナ禍の中でもずっと例会＝

例会場は小野さん経営の書店2階＝を続けていたと

の事です。

1．鹿島町の隣の小名浜町に新しくショッピングセ

ンターが出来、鹿島ショッピングセンターが寂れて

倒産、会員であったセンターのオーナーとテナント

の会員3名が退会。

2．2019/20年度会長=建設業＝がコロナ禍で工事が

停滞し3億円の負債で倒産、行方不明になった。ガ

バナー、ガバナーエレクト、ガバナー補佐が毎回例

会に来て励ましくれた。残る会員は高齢者と女性会

員ばかりとなり、近隣クラブとの合併も考えたが、

女性会員を受け入れないクラブのため、やむを得ず

解散する事と決した。

東日本大震災後第8グループや大磯クラブさんに

は大変ご支援を戴き、交流も盛んだったのに大変残

念で申し訳ないとの事でした。福島地区で行った被

災者支援事業の写真特集号があるので送付するとの

事でした。

姉妹クラブ担当になった途端にこのような事になり

残念です。他の姉妹クラブの小諸ＲＣ，ハワイのワ

イアナエ･コーストＲＣ、ラシン市のファウンダー

スＲＣとの交流を進めて参りたい。

クラブ協議会

司会 新宅 会長

新宅会長より：

クラブ運営方針

新型コロナウィルス災禍により、PETSも地区研修

協議会もビデオ、オンライン、ズーム等を駆使した

研修となりました。これらのバーチャル研修会議は

十分に効果を上げえた事と、研修リーダー各位に申

し上げたい。

2020~21年度国際ロータリーホルガー･クナークRI会

長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」であ

ります。

「ロータリーは参加者を拡げる扉を開き、リーダー

シップの扉を開き、職場や地域社会において思いや

りの扉を開き、奉仕活動も楽しく実行する扉を開き

ましょう」と

第2780地区久保田秀男ガバナーは、“「地区のテ

ーマワードを」"Together" とされました。一緒に

このコロナ災禍の難局を乗り越え、ロータリーをよ

り強く逞しく、そして笑顔の溢れる毎日を作って行

きましょう。ピンチをチャンスにし、新しいロータ

リーの歴史を一緒に歩きましょう」と

大磯ロータリークラブも新しい機会の扉を開きま

しょう。新型コロナウィルス災厄により、クラブ会

員の多くがその影響を受け、ロータリー活動は試練
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の時である事を認識させられました。が、クラブ会

員の皆様のご理解とご指導を頂き、一致協力してこ

の難局を乗り越えて行きたい。

今 期 の 目 標

1．会員増強：純増1名

2．例会日を原則第1，第3，第5木曜日の年25 回開

催し、他にガバナー公式訪問、地区研 修協議会、

地区大会、第8グループＩＭの4 回、合計29回開催

する

3．財団寄付は1人200ドル、ポリオ40ドル

4．米山記念奨学会寄付は一人2万円

5．継続可能な新しい奉仕活動を立ち上げる

6．クラブの会務分担表を一部改訂する

新しい奉仕活動

継続可能で物品や金銭の寄付ではなく、大磯

ＲＣの存在価値を高め、インパクトのある奉仕

プロジェクトを模索（別紙配付）

「教育的プログラム」

（5～6年生を対象に、小学生 英語スピーチ大会

英語で自分の意見を人前で述べる）・・・・・。井原

、ＲＣで実施。コロナの影響で今年は出来るか心配

子どもにお手伝いをさせる。人生で一番大切な自主

自立に繋がる。

朝、必ず親に挨拶をする子にする、親に呼ばれた

ら必ずハイとはっきり返事のできる子にする、履物

を脱いだら必ずそろえ、席を立ったら必ずイスを入

れる子にする。（9歳までに）母親自身がご主人に

ハイは2～3％

ハイと返事をすることは、我（が）を捨てることに

なるそうです。

ニート（15～34歳、就学 仕事をしていない人）.
引きこもり、（病気で実際に働けない人も含む）20

18年内閣府の発表では71万人。日本の労働者不足30

万人＝外国人を入れようと言っている。しかし別の

データーでは、中高年ひきこもり40～64歳：61.3万

問題＝80歳の人、15～39歳：54万人もいる。80･50

親が50歳の引きこもりの子を看ている。親が亡くな

ればどうなるの？表に出ない社会問題である。

「教養と世話焼きプログラム」

（ロータリアンだけ大磯ロータリークラブ合唱隊

でなく希望者と一緒に活動、）＝ロータリーのアピー

ル。

日本の伝統文化を理解し誇りを持ち、座禅等1つ

は身につける（国際交流）

（世界の多くの人は日本は良い国だ、日本に住みたい

と…日本人は自らを評価していない。経済的にも豊か

だし、秩序も良いし、こんな良い国は無いと外国に人

は言う。日本人は日本に誇りを持っていないのか？）

あれから50年、金婚式のカップルをご招待して

は？

お墓は不要か？ お墓はいらないよ、死んだら相

模湾にお骨を播いてくれればそれで良いよ。樹木葬

で良いよという事をちょくちょく聞きます。それで

良いのか？貴方が今あるのは何百年と繋がってきた

ご先祖様がおられてこそではないか。

代々の親は子どもには、3度のめしが食える様

に、暑さ寒さを防げる衣が着られる様に、小さ

くても雨露が凌げる家が持てる様に願って苦労

してきた。今生きている我々は先祖から続くル

ーツの頂点にいる。感謝の象徴として墓は必要

ではないか？経済至上主義になってこういうこ

とになっているのではないか？経済は目的では

幸福は「感謝」から生まれる。なく手段ですよ。

先祖に.父母に.社会に.。ロータリー結婚相談所を

（老若男女 無料相談）開設 .

「環境保全プログラム」

（川、海、里山、神社、観光トイレ等）清掃

（レジ袋有料化）…5/.6月合プラスティック回収、

併号のロータリーの友小田原城北RC記事

耕作放置地大磯ロータリークラブ農園を開設、（

区に癒しの里「花」とか）

キャンプ場の設立。

「人道的プログラム」

社会福祉協議会に尋ねてみたが、これというプログ

ラムはありませんでした。

女性が髪の毛を伸ばして30cm以上になると切って鬘

＝癌などの病気で禿頭になった人のための＝を作る

ために寄贈するという奉仕活動があるんですね。

以上自分が思った事、感じた事を話しましたが、皆

さん、私ならこんな事をしたら良いよと思う事を是

非考えて頂きたい。そして次回16日のフォーラムに

お持ち頂きたい。

新しいロータリークラブの形が発表され、ロータ

リーは動いている。

ロータリーについて、侃侃顎顎議論したい。
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会 務 分 担

小委員会委員の人選について、話し合われたが一

部委員会について確定に至らず、次回7月16日のフ

ォーラムに確定案提出の事となった。

管理運営委員会 守屋紀忠

プログラム 守屋紀忠

出席 鈴木美乃

姉妹クラブ 河本親秀

親睦 百瀬恵美子

スマイルボックス 瀬戸亨一

SAA 布川史明

会員増強委員会 百瀬恵美子

会員選考

職業分類

研修 河本親秀

公共イメージ委員会 河本親秀

会報 雑誌 広報.HP 河本親秀. .
ウエブ会議

奉仕プロジェクト委員会 桜川 誠

職業奉仕 石山智司

社会奉仕 田中敏治

国際奉仕 宮澤保夫

青少年奉仕

財団委員会 瀬戸亨一

ロータリー財団

米山

以上


