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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

№８第２５０２回 例会 令和２年１０月１日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・10月8日：休会 ・10月15日：通常例会、鈴木美乃さん ・10月22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（６名

２５０２回 16(13) ７ 58.85％ － － 原、太田、田中、石山、百瀬、桜川さん

)２５００回 16(13) ９ 69.23％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

会員起立、（テープ演奏のみ）

ゲスト紹介：大磯町観光協会会長：大倉様◇

皆さんこんにちは。皆さん拝見したお顔ばかりで

初めてではないんですけれど･･･。観光協会はコロ

ナになって活動が出来ない状態になっています。そ

の中でどうやって大磯町民もしくは観光にお見えに

なる方に対して何が出来るか考えているんですけれ

ど、例えば他の観光協会で旅館の中でお仕事が無く

なった方を農業の方に斡旋したとか、社会的なこと

を沢山やっているんですけど,大磯観光協会は人数

が少なくてそう言う事が出来ないで悩んでいます。

その中でコロナの中で沢山の人が入ってくると町民

君
が
代
・
奉
仕
の
理
想

の方が凄く不安になる事があって、今年はオープン

ガーデンを中止しました。観光協会で他所から入っ

てくる人に体温を測ったりして安全ということを町

民に伝えて行きたいなと思っています。これから大

磯庭園も始まって行きますので、そう言う事で少し

でもお手伝いできたらと思っています。よろしくお

願い致します。

◇出席報告 鈴木美乃委員
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◇会長報告 新宅文雄会長

今日か涼しくなってきました。布川ＳＡＡの指示で

ですね。今日は仲秋の名月だそうでらネクタイ着用

「月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月す。

詠み人知らずの句が思い出されます。の月」

です。目標をクリアーしたい今月は「米山月間」

米山と並んと思います。よろしくお願い致します。

だそうです。大磯で「経済と地域社会の発展月間」

町でも、コロナ禍の為に、小さなお店が随分閉めた

り廃業されたところもあるようです。できれば、我

々の力で立て直すことができれば実のある貢献活動

となりますが、これは商工会の仕事であり、零細業

者は自分で解決したいし、手の内を明かす事に抵抗

がありますから難しいと思います。もしSOSが聞こ

えてくれば連絡下さい。

＃． というのがありロータリーには六つの重点分野

ます。

1．水と衛生 2．基本的教育と識字率の向上

3．疾病予防と治療 4．母子の健康 5．地域社会

この六つにの経済発展 6．平和構築と紛争予防

ロータリーは力を注いでいます

＃、9月30日提出期限の（地区奉仕プロジェクト石

「コロナ禍におけるアンケート依頼」井卓委員長）

がありました。桜川委員長と打合せの時間がありま

せんでしたので、会長名で新宅が提出しました。

貴クラブでは、コロナ禍で苦しむ人々や組質問：

織のために、何らかの奉仕活動を行う予定ですか？

いいえありません。

しかし小学生を対象に、英語のスピーチ大答え：

会を実施できないか検討していた最中に、コロナ禍

となり、教育委員会から「休校のため授業も遅れ、

例年のカリキュラムでさえ取り戻せない状態ですの

で、新しい事にチャレンジする時間がありません。

申し訳ありませんが、次年度にお願します」という

連絡を受け、塩漬けにしました。

＃職業奉仕委員会（秋山純夫委員長）

質問：貴クラブまたは会員で、コロナ禍において

人々や組織のために職業を通じて奉仕した事例また

は、その予定があれば内容を記して下さい。

答え：職場見学を予定しておりましたが、具体的

には進んでおりません。職場見学 から窮状を受止

め、奉仕活動に結びつける計画でしたが、相手のプ

ライドを傷つけない配慮が肝要で、慎重に進めてお

ります。

＃、10月5日必着：規定審議会立法案提出賛否応答

期限：理事会の議題にします。

＃、太田知加子さんのお母さんが100歳になられ、

総理大臣から表彰状と銀杯が贈られたそうです。

お祝等理事会で検討します。

◇幹事報告 大藤勉幹事

今日は中南信金で人事異動があったり、次年度採

我々の時代は用内定学生との懇談会がありました。

10月1日は就職活動が始まる日でした。今はなかな

か人が集まらない。ちょっと前までは説明会をやる

と200人~300人集まったものです。それで4~5回の説

明会をやりました。今は1回に20人ほどが集まれば

良い方で、なかなか厳しくなっています。少子化と

いう事でこれから益々厳しくなると思われます。

があります。今年入った一人は地元の面白い特色

人ではなくて大学が神奈川大学で広島出身、来年入

る子は同じ神奈川大学で静岡出身です。今年の面接

今までは地元＝小者で石川出身の学生もいました。

田原、二宮、大磯、平塚＝ばかりであったのが地域

が広がってきました。

回 覧：
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1．2021-22実施年度向け第1回地区補助金説明会の

お知らせ

2．10月米山月間資料のご案内。

3．2019年度米山記念奨学会決算報告

4．米山梅吉記念館より賛助会入会お願い

5．米山学友の群像＝学友会特集号

6．インドからの緊急国際支援要請に対するご協力

のお願い。

7．RI ROTARY誌

訃 報：石山さんご母堂死去：

家族葬で葬儀を営まれました。クラブからのお線

香をご自宅にお届けしました。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

守屋さん卓話楽しみです。大倉さ・新宅文雄さん：

んようこそいらっしゃいました、ごゆっくり楽しん

で下さい。

守屋さん卓話楽しみにしています。・河本親秀さん：

大倉会長、本日はようこそお越し・布川史明さん：

下さいました。守屋さん卓話楽しみにしております。

よろしくお願いいたします。

：守屋さん卓話楽しみにしておりま・鈴木美乃さん

す。大倉さんようこそいらっしゃいました。

大倉さん本日はゲスト参加ありが・瀬戸亨一さん：

とうございます。守屋さん卓話楽しみにしています。

よろしくお願いします。

地区財団委員会の勉強☆瀬戸亨一財団委員長：

会に行ってきました。

年次寄付一人200ドル以上、ポリ1．財団地区目標：

オ撲滅資金一人40ドル、恒久基金1クラブ1,000ドル

以上。

：180ドルが地区補助金、20ドルが奨学2．資金使途

金

コロナ感染者の搬3．インドから資金援助の要請：

送車両2台、約3万ドル。

：4．地区補助金が実際に使われた報告

：未来の子供たちのために中学生伊勢原平成ＲＣ

の韓国学生との交流会で大成功を収めた。

：平塚市民病院の新型コロナウィー平塚湘南ＲＣ

ルス対応プロジェクトのグリーンパーティション2

台＠17万円を寄贈した。

◇卓話

◆◆◆野菜について◆◆◆

守屋紀忠さん

農業新聞の市況欄に掲載されている大田市場で取り

扱っている主な野菜類は50種類以上あり,次のよう

に分類されています。

1．果菜類 2．葉菜類 3．根菜類

があり、各分4．いも類 5．葉茎菜類 の5分類
ようけいさいるい

類に属する野菜の品名と原産地についての説明があ

り、一覧表を頂きましたので掲載します。
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品 名 コメント 原 産 地

果 菜 類

トマト ミニトマト 中南米

いちご 北米

キュウリ インド

スイカ 南アフリカ

メロン

なす インド

かぼちゃ 坊ちゃんか 南米

ぼちゃ10cm

とうがん 漬物用

そらまめ 北アフリカ

いんげん つるあり、 米国

まめ つるなし

えんどう豆 中近東

えだまめ 中国

オクラ

にがうり 東インド

(ゴーヤ)

ピーマン 南米

葉 菜 類

キャベツ ヨーロッパ

メキャベツ

なばな

みつば

にら 東南アジア

モロヘイヤ

シソ

ウド

アスパラガ 白、青、紫

ス

みずな

根 菜 類

ダイコン 守口、桜

カブ 中央アジア

ニンジン 10cm~1m アフガニス

タン

ごぼう

しょうが 葉、根 南アジア

い も 類

ジャガイモ 南米

サツマイモ 中米

里いも マレー半島

やまいも 日本？

こんにゃく

いも

葉茎菜類

たまねぎ 中アジア

ねぎ わけぎ、 中国

ねぶかねぎ
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チンゲン菜 中国

ニラ

ニンニク 中央アジア

白菜 中国

ブロッコリｰ 蕾の集合体 地中海

カリフラワｰ 同

ほうれん草 西アジア

ミョウガ アジア東部

モロヘイヤ 中近東

レタス 西アジア、

中近東

サニｰレタス 非結球

コマツナ 中国、日本

セロリー ヨーロッパ

注：原産地の空欄は原産地不明

なすびにも色々種類があって、普通我々が見るな

すびは長くて中央がくびれているが、京都に行くと

水なすといって丸い形で絞ると水が出る。ところが

関東に来ると丸い形で絞っても水が出ない種類もあ

る。色も紺か紫が普通だが青色や白色のなすびもあ

ります。これらは日本で改良して創られたものです

が、日本はそういう技術に長けています。

卓話後の会話：

・野菜作りは三浦の方で盛んだが大磯は衰退しつつ

ある。労働環境/後背地の差というか、三浦にはサ

ラリーマンは殆どいなくて農業経営が盛んだが、大

磯はそうではないことが影響しているのでは？

・昔大磯ＲＣで農家の方＝小島宏明さん＝を表彰し

たことがあり、そのお礼に野菜を沢山頂いた事があ

った。

・チリの大使＝アリトミ氏＝が卓話をされた時、ト

ウモロコシやジャガイモ等はチリが原産地だという

話をされていましたね。

以上


