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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

№２第２４９６回 例会 令和２年７月１６日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：我等の生業

・7月23日：休会・7月30日：夜間例会、直前会長幹事慰労会・8月6日：通常例会、理事会◇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（３名

２４９６回 16(13) 10 76.92％ － － 原、太田、田中さん

)２４９４回 16(14) 10 71.43％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

◇おめでとうございます

結婚記念日祝：瀬戸亨一さん(7/16)

結婚祝い有り難うございます。多分？結婚14年目

です(^0^)。子供3人と一緒に頑張って行きたいと思

います。子供は学校がやっと始まるようになり、部

活動も出来るようになってきました。学校の施設が

使えないので、趣味のバトミントンも出来ないので

困っている状況です。｛会場からの「なれ初め

は？」の質問に話せば30分は掛かるので…(^_^)｝

１００％出席者表彰：記念品贈呈◇前期

出席100％表彰/写真撮影：8名

石山さん、大藤さん、百瀬さん、河本さん、

新宅さん、守屋さん、桜川さん、瀬戸さん



- 2 -

◇出席報告 鈴木美乃委員

◇会長報告 新宅文雄会長

最近コロナ感染者が増えています。皆さん健康に

は充分気をつけてください。

九州では集中豪雨で大変な災害がありました。中国

地方から中部日本と毎年のように、初めての経験と

いう災害が起こっています。大磯はさして被害はな

かったです。

1．7月2日の理事会の報告

1）直前会長･幹事慰労会：

日時：7月30日(木)18時

場所：大磯プリンスホテル

会費：1万円

親睦委員会長の百瀬さん当日のプランをよろ

しくお願いします。

2）誕生日祝、結婚記念日祝、100％出席表彰等予算

各3千円とする

3）井上会員よりの出席免除申請を承認

4）本年度予算は会員数16名で組む

5）今年度のロータリーバッジはクラブで購入し会

員に贈呈する

2．このあと にしますので、卓話の時間をフォーラム

皆さん活発なご意見と抱負を語って頂きますようお

願い致します。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．10月17日、18日の は18日のみ実施。地区大会

場所は鎌倉芸術館。参加人数を絞る事を考慮中。

2． は中止。地区大会記念親睦ゴルフ会

江ノ島クリーンキャンペ3．米山学友委員会主催の

は中止し、7月19日ラスカ屋上でバーベキューーン

を行う。但し一般会員の参加は不明。

4． ：会長幹事会報告第8Ｇ各クラブの動向

1） ：今年創立50周年。毎年金目川ク平塚北ＲＣ

リーンキャンペーンをやっていたが、今年は一区切

りつけて金目川堤防に桜の植樹(8本)をしようと計

画、市に申請したが管理が大変なのでと断られた。

その代わりに金目小学校の隣にある金目ふれあい公

園＝農協が管理＝に植えても良いと言われ決定。

記念碑を作って9月に除幕式を行う。

2） ：会員19名、毎例会出席者が12~13平塚南ＲＣ

名、明るく楽しい例会にするべく工夫を凝らしてい

る。第1，第2例会は通常例会、第4例会は夜間例会

をプラス2千円会費として誕生会をし、お祝いにワ

インを提供するが、次回例会にワインの値段の倍額

(4千円)をスマイルする事にしている。

3） はリモート会議を予定している。平塚湘南ＲＣ

は卓話中心の例会をする意向。平塚ＲＣ

4） ：大磯クラブは上半期の会費を少し安く会費

しましたが、平塚西ＲＣは上半期は半額に、平塚南

ＲＣは年間4万円安くした。

5） ：平塚北、西、南、湘南の4クラブ活動計画書

ＲＣより。未提出は平塚、大磯、二宮の3ＲＣ。早

急に出す事を要請されている。

5．本日配付の活動計画書フォームを使って、7月30

日までに提出お願いします。

6．ダメ絶対キャンペーンのポスター回覧します。
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◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

：クラブ協議会で活発なご抱負を発・新宅文雄さん

表してください。コロナ感染拡大心配です。健康管

理に万全を期しましょう。

：瀬戸さんおめでとうございます。・守屋紀忠さん

：瀬戸さん結婚記念日おめでとうご・鈴木美乃さん

ざいます。今年度初めての会、よろしくお願い申し

上げます。

：瀬戸さん結婚記念日おめでとうご・布川史明さん

ざいます。

・ 瀬戸さん結婚記念日おめでとうござい石山智司：

ます。

：瀬戸さん結婚記念日おめでとうご・河本親秀さん

ざいます。久しぶりに薄日が射して明るい気分にな

りました。

：コロナで毎日ドキドキです。ク・百瀬恵美子さん

ラブ協議会よろしくお願いします。

：本年度は沢山役を頂きまして有り・瀬戸亨一さん

難うございます。頑張ります。結婚祝が家に届いて

いると思います。有り難うございます。

☆河本親秀さん

1．新年度の会報ヘッドのカラーは青色系5色の中か

ら新宅会長と会報担当者で選びました。

いわき鹿島ＲＣ解散についての挨拶状等2．

先週の例会で報告しました、いわき鹿島ＲＣの解

散に関して、姉妹クラブの窓口になっておられたク

手紙 いわき鹿ラブ創立会長の小野久太郎さんから と

島ＲＣ認証状伝達式のプログラム 2017.7～2020.3と

が送られて参りました。間の復興支援活動の記録

小野久太郎氏からの手紙

前略御免下さい。

さて、この度は突然のロータリー解散のお知らせ

大変失礼致しました。

創立から十八年その間活発な活動して参りました。

特に東日本大震災では多大のご支援をいただきあり

がとうございました。また姉妹クラブも締結致しま

して会員のＮＰＯ法人チャイルドハウスふくまる活

動資金にチャリティコンサートで多くの浄財支援を

頂き本当にありがとうございました。

さて解散に至った件ですが、若い人の入会が少な

かった事。又会員の死亡、会長の倒産、中堅的の会

員のショッピングセンターの不振(五名)、コロナに

よる経営不振による退会となり、又残った会員は八

十歳がすぎ、役員のなり手がなく解散に至った次第

です。

残念ながらこれからは小さな奉仕活動をしたいと

思います。

復興支援活動の記録と鹿島ロータリークラブの

創立メンバーの記録同封致しました。

令和二年七月八日 久太郎
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ク ラ ブ 協 議 会

司会・進行 新宅会長

フォーラムです。順番に発言をお願いします。何分

と書いてありますが、大体の目安です。

今年度の会務の抱負を語って頂きます。

管理運営委員会委員長 守屋紀忠

：プログラム 守屋紀忠

例会数は２５回＋特別例会４回、計２９回。うち会

員各自１回の卓話＝約１５回＝をお願いした。他は

フォーラムや夜間例会にしたい。プログラムの内容

については会長方針に従って行いたい。

提 案：

以前行っていた出前教室を復活する事や瀬戸さん

がおられるので、廃材が出た場合に工作教室（椅子、

巣箱）とかを合わせてやっては如何でしょうか？

出 席 鈴木美乃：

「ロータリーは機会の扉を開く」と言われています。

まず出席しないといけないと思います。今日８人の

方の皆出席の表彰があり、立派なクラブと思います｡

是非皆様皆出席よろしくお願いします。

・正確な出席報告と記録を心がけます。

・連続欠席の方に電話、メールなど情報発信に努め

て出席率の向上を計りたい。

・年間１００％出席の会員には記念品を贈り表彰し

ます。

・例会を欠席される時は事前に事務局にお知らせ願

います。

提 案

1．今リモートの会合が増えていると聞いたので、

例会時、ZOOM等使い、iPat等を置 いてリモート／

画面で出られたら出席扱いにすれば出席率が上がる

と思いますが?検討お願いします。

＝ ：後ほどその件につ河本公共イメージ委員長より

いてWeb会議委員の瀬戸さんから提案があります。

協働して進めたいと思います。

2。大磯ＲＣとして出来る事として大磯町役場の歩

道の植木の下に、大磯ＲＣの看板をつけて花で綺麗

にしておくと、役場に来る人は全員それを見る事に

なるので、宣伝になるのではと考えてました。

いわき鹿島RCは解散、ワ姉妹クラブ 河本親秀：

イアナエコーストRCの窓口のKey Baxterがご主人の

介護でシアトルから動けずコミュニケーションが厳

しい状況です。小諸RC；小諸市は大磯町と姉妹都市

でもあり、今後とも親交を継続して行きます。デイ

トンRCとは全く交流なし。ラシンファンダースRCと

は東日本大震災でキャサリン高校インターアクトク

ラブが5千ドルを寄付してくれて、Ｒ財団資金を利

用しての第8グループの東日本大震災支援活動が始

まり、いわき鹿島ＲＣとの交流が始まったのですが、

以降交信はない状況です。大磯町の国際交流協会と
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連携して、新しい路線を考えてみたい。

只今はコロナで会員同親 睦 百瀬恵美子

士の親睦を深め合う事は難しい時期です。落ち着い

たらカラオケや会食、又バスを借り切って小旅行等

の計画を立てて行きたい。早くその時期が来る事を

祈っています。３０日の直前会長幹事慰労会、石山

さん、桜川さんを充分労ってあげたいと思います。

スマイルボックススマイルボックス 瀬戸亨一：

の定義を調べました。自由意志で寄付金を入れるニ

コニコ箱と言われています。ニコニコしながら披露

して喜びを分かち合い、例会を賑わせて親睦を計る

役という事でした。奉仕活動の原資である事を意識

し、頑張って笑いながらメッセージを読み上げて参

りたいと思っています。

ＳＡＡ 布川史明：

ＳＡＡというのは重い仕事と思っていました。

その役割を与えられましたので、その重さを認識し

て、この会が円滑に且つ和やかに進むようにして行

きたいなと思っております。皆様のご協力をお願い

します。

：会員増強委員会委員長 百瀬恵美子

会員増強 百瀬恵美子：

今、会員の皆様は人脈を通して交流する事を控え

られていると思います。会員皆様の人脈を通して、

是非この人をロータリークラブに迎え入れたいと思

われる方を掘り起こして頂いて一覧表にして、少し

ずつアタックしてはどうかと思っております。扉を

開いて参りましょう。皆さんのご意見をお待ちして

おります。

会員を増強しパワーアップしたい。出来新宅会長：

れば女性会員を増やしたい。職業分類表を鑑み、医

師、宗教家、その他 新しい職業の方たちに目を向

け、会員皆様から潜在会員情報をお寄せ下さいます

様お願致します。

会員選考 井上浩吉

職業分類 太田知加子

：前年度はクラブ会員委員研 修 河本親秀

会に属し会長エレクトが担当で、会長方針の実現を

サポートするのが役割でした。今回は会員増強委員

会の中に入れる事になりました。

・新会員を対象として、オリエンテーション の実

施。

・新会員とのコミュニケーションを充分取っ て、

早くクラブに馴染んで頂くように努力 します。

・会員増強/維持のために委員長に協力。

・新会員の研修の支援のためのアイディアな どを

得るために地区の研修委員会と連携を 保って情報

を得て伝達したいと考えていま す。

公共イメージアップ委員会委員長 河本親秀

会報.雑誌.広報.HP 河本親秀：

地区に公共イメージ委員会が出来たのは2013年でし

た。それまでは広報委員会という名称でした。これ

①クラブはＲＩがこの年に三つの優先項目を発表＝

のサポートと強化、②人道的奉仕の重点化と増加、③

公共イメージと認知度の向上＝この三つは連関してい

ると言います。 人道的奉仕を行うとイメージが向上す

る、そうすると支援者が増えて会員増強につながる。そ
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れがクラブのサポートと強化になります｡更に又人道的

奉仕が進みます。それで又公共イメージが上がり…とス

パイラルに上がって行きます。その広報をするには以前

は平塚記者クラブとかタウンニュースとの関連性でＰＲし

ていました。我々が何をするか/したか、奉仕活動がな

ければ動く事は難しいので、クラブ全体の動きを活発化

しないといけないと考えます。

エンドポリオキャンペーンを毎年やっています。グル

ープの会長幹事会に地区公共イメージ委員会からグル

ープで実施して欲しいと要請が来ます。これは是非実

施しなければなりません。

会報、写真撮影を従来通り行います。現在ホームペ

ージには会報を掲載するに留まっていますが、今後も

っと積極的に使いたいと考えています。

地区公共イメージ委員会がアンケート調査した時にF

ace Bookを使ってクラブのＰＲをしているところが地区

内66クラブ中33クラブある事が分かりました。我々も見

習わないと思いますが、我々はもっと足下のウエブ会議

について考えないといけないと思い、ウエブに詳しい瀬

戸さんにご無理を言ってＷｅｂ会議の担当をお願いしま

した。

初めてウエブ会議というウエブ会議 瀬戸亨一：

名が出てきたんですが、2日前に頼まれて担当にな

りました(^0^)。私のやることはパソコンなどの使

い方だけじゃないかと思います。そもそもパソコン

でモニターを見ながら話すのってどうかな？と思う

方がおられると思います。コロナ禍で自粛要請が出

た時に会社の業務上リモート会議が出来るようにな

らないと思い準備を始めました。そう言うシステム

があることを調べて無償で出来るものを探して使え

るようにしました。そもそもクラブはコミュニケー

ションを取るのに会って話をしなければ意味が無い

のじゃないの？という気持ちが私の中にはあるので

すが、又東京の感染者が増え始め、何時又、集まれ

なくなって、会えなくなる事があり得るのじゃない

かなと思っています。そう言う状況だから採用され

るウエブ会議なので準備しなければならいと思って

います。何を準備すれば良いのと思っておられる方

もいると思いますが、全員が参加頂きたいと考えま

すが会長は如何でしょうか?

：是非やりたいと考えていますが、パソコ新宅会長

ンやスマホををお持ちでない方は抵抗があるかも知

れませんね。最初から完璧にいくとは思いませんが、

先ず一歩を踏み出してみたいと思います。

何が必要か＝パソコンかタブレット、iPatとかス

マートフォンなどガラ系携帯以外ならＯＫ＝扱い方

が分からない方にはお宅に訪問しても、例会時に持

参頂いてもお手伝いします。私に声を掛けて頂けれ

ば物もネットの環境作りもお手伝い出来るので声を

掛けてください。できるだけ早く準備をお願いしま

す。

奉仕プロジェクト委員長 桜川 誠

奉仕プロジェクト委員長 桜川 誠：

このコロナ禍の状況下如何なる奉仕活動をするか難

しいですが何か良い奉仕活動を考えて行きたいと思

います。奉仕活動イコール大磯ＲＣの公共イメージ

アップが出来るよう努めて参りたいと思っておりま

す。去年の奉仕活動委員会の青少年奉仕委員会の中

に「地域にある学校と連携して青少年交流を目的と

したプロジェクトの立ち上げを検討する」という目

標がありますが、今日たまたまですが、うちの娘が

高校生の時に立ち上げた学生団体（今は大学1年生

ＯＢでお手伝い）が秦野市でボランティア活動をし

ており、先週神奈川テレビから取材を受け、今夜9

時半のニュース･リンクの中でその活動が放映され

ます。娘も取材を受けたので少し出るかも？この団

体は秦野のライオンズクラブが支援しているようで

すが。参考に見て頂けたらなと思い発表致しました。

今年一年頑張って行きたいと思います。

職業奉仕 石山智司：

職場見学をし

てみたい。ど

のようなとこ

ろへ行けば良

いか？＝会場

から：会社訪

問、科学館、

防災施設、展

示場など＝

コロナが静まったところで具体的に決めて行きたい

社会奉仕 田中敏治
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国際奉仕 宮澤保夫

青少年奉仕 布川史明

私も3日前に頼まれ(^0^)、まだ考えが纏まっていま

せんが、地元の学校を対象にした活動がキーになる

かなと考えています。最近言われてる夢を失ないつ

つある青少年に、何かやってみたい。

財団委員会委員長 瀬戸亨一

ロータリー財団 瀬戸亨一：

財団はてな？米山はてな？でウエブ、ホームページ

で色々調べてみました。そしたら財団の使命を理解

出来ましたし、米山梅吉さんの事も初めて知りまし

た余りにも素晴らしい人であることを知りました。

国際ロータリーのホームページ、2780地区や他ク

ラブの情報をいっぱい収集して、うちのクラブが寄

付金を定めている金額も大体他のクラブと変わりな

い金額になるなと改めて知りました。方針はそのま

ま採用させて頂きました。ロータリー財団の使命と

いうところは詳細を書き加えてみました。

＝財団は清潔な水、教育の機会、貧困、差別、民

族間の衝突、世界平和、また我々の地域の人々の為

に補助金を活用して、ニーズに応えています。皆様

からお預かりした財団寄付の92％は、財団のプログ

ラムと管理運営費に使われています。ロータリー財

団の健全性と透明性は高く評価されています。ポリ

オ40ドル、R財団200ドル、米山20000円をクリアー

して、補助金を活用する奉仕活動も提案していきた

い＝

先ほど出前教室の話が出て初めて今までそんな事

をしていたんだと思いまして、そう言うのを使った

ら募金活動が出来るのではないかと今感じました。

そういうのをポリオプラス募金等に使ってみたらと

思いました。

ここに来て例会をしているだけではいけないいん

だな、外に出て行かなければならない大きな役じゃ

ないかと吃驚しています。先輩方のご指導を頂いて、

今年度この役をやって行きたいと思います。

米 山 齋藤好正

：皆様大変素晴らしい抱負を語って頂きま新宅会長

して、私も暫く整理しないといけないんですけど｡

今日は本当に良いお話しを有り難うございました。

以上


