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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

№１４第２５０８回 例会 令和２年１２月１７日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・12月21日：休会 ・12月31日：休会 ・1月7日：新宅文雄さん、理事会 ・1月14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（５名

２５０８回 16(14) ９ 64.29％ － － 原、太田、田中、百瀬、守屋さん

)２５０６回 16(14) １２ 85.71％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

◇出席報告 鈴木美乃委員

本年最後の出席報告になりましたが、出席率は何時

もと変わらないようです(^0^)。

手
に
手
つ
な
い
で

お手元に置かれたチョコレート◇布川史明SAA：

は新宅会長から、カレンダーは桜川さんからの贈り

物です。(拍手)

◇会長報告 新宅文雄会長

年次総会は夜間＃、本日は2020年最後の例会です。

例会とする予定でしたが、コロナ感染者増大のため、

（因みに、感染者数は通常の例会に変更しました。

大磯町22、二宮町12、平塚市199、茅ケ崎市238、秦

野市118名です）

卓話の時間に年次総会を執り行い、その後はフォ
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ーラムとしたいと思います。この半年間如何にコロ

クラブを前に進めることが出来なかナ禍とはいえ、

ったこと、会長として努力が足りなかった事をお詫

こびします。机上のチョコレートは反省の証です。

れで勘弁して欲しいと言っているのではありません。

来年は充実したロータリーライフにしたいと心算し

ております。

皆様からはクラブの事.仕事の事.家族の事などに

ついて、半年間の出来事や来年に備えたご提案等を、

のでよろしくお願い致します。一言づつ伺います

＃、久保田英男ガバナーと笠原又一地区危機管理委

「新型コロナウィルスに関する地区及員長の連名で

が参っております。コびクラブ運営ガイドライン」

ピーを配布しております。大藤幹事が内容の説明を

してくれますが、ご自分で熟読玩味願います。

＃、12月3日の理事会報告を致します。

1．次年度理事役員について別紙配布の通り理事会

で決定しました。年次総会でお諮り致します。

大磯警察による特別企画2大磯警察署依頼の件

「詐欺から身を守る」ためのキャンペーンに協賛依

がありました。3万円捻出することが決まりまし頼

た。タウンニュース元旦号のスポンサー欄に小さく

掲載されます。枠内に（一緒に活動しませんか、新

会員募集中を挿入します）

後日、大磯警察の泰田課長に例会の卓話をお願いす

になりました。る事

3． の件 2021年2月6日（土）のIMが中止とIM中止

なりました。大磯RCはこれに伴う例会変更はござい

ません。

リーダーの特性の中でも根本のものは、活き活＃、

きしていること、溌剌していること、明るいことで

あります。その人に接すると、自分までも爽やかに

なるという、これが人物の最も大事な要素であり、

日頃かこれらを備わっているのが、百瀬さんです。

ら、会員皆様に対する厚い友情、大磯RCの発展のた

めの情熱、旗振り役、会長を4～5回、ガバナー補佐

を歴任され、大磯RCにとって最重要会員であり、な

百瀬さんから退くてはならない人であります。その

だそうで会届が提出されました。理由は健康のため

す。

本人は大分前から考え、苦しい決断をされたようで

す。当然慰留に努めましたが、本人の意思は固く受

け入れざるを得ない状態にあります。

百瀬会員へ＝必ずまた戻って来て下さい!!

健康を回復され、環境が整った暁には再度戻って

きて、また一緒に社会貢献.奉仕活動をしましょう

と申し上げました。歌の文句じゃないけれど、「あ

れは冗談だよ」と言って笑って欲しいと、切に思い

ます。私自身が一度退会して、再入会した経験者で

す。健康、経済、愛情が整ってロータリーだと思い

百瀬さん、どうか健康を取り戻して下さい。ます。

きっとあなたは元気になられます。神様は善多き方

には応援してくれます。積善の家に余慶ありです。

世のため、人のために全心全霊を打ち込まれた方で

すから、きっと元気になられます。会員数が増えた

減った等とケチなことを言っているのではありませ

ん。人財であり人物だから大磯RCの格が維持できる

か心配しているのです。パストガバナーズクラブで

あり、パストアシスタントガバナーズクラブはどう

どうかあなたの溌剌とした勇姿を見せなったのか、

て下さい。待っています。

◇幹事報告 大藤勉幹事

回覧：

平塚ＲＣ・例会変更：

・バギオ訪問交流中止のお知らせ：一般財団

法人比国育英会バギオ基金より

・次年度地区幹事より次年度クラブ会長、幹 事の

名前､創立記念行事、ガバナー公式訪 問の希望日

等の報告依頼

配付物：

1．会報2506回、2507回

「新型コロナウィルスに関する地区及2．地区より

が皆さんに配付されてびクラブ運営ガイドライン」

います。私も読みましたがとても参考になります。

会社でも使えるかなと思います。皆さんも是非目を

通して下さい。

12月3日の理事会議事録3．

2021-22年度理事･役員(案)4．

2021年1月行事予定表5．

ガバナー月信12月号6．
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百瀬恵美子さん退会届(読み上げ)：7．

百瀬恵美子は2020年半期を以て大磯クラブを退会

致します。長い間大変有意義な活動に参加できたこ

とは私の人生において素晴らしい1ページを作るこ

とが出来ました。大磯ロータリークラブへの入会は

嬉しく感謝しかありません。退会の理由と致しまし

ては健康上の事であり、これからは身体に気をつけ

てロータリーの思い出を噛みしめて生涯を送って参

ります。15年間本当に有り難うございました。

2020年12月3日 百瀬恵美子

・今日は(クリスマス)夜間例会と言うことでしたが、

残念ながら（コロナ第3波襲来のため)夜間例会中止

となりました。この後コーヒーとケーキを用意して

あります。 て下さいまケーキは百瀬さんが差し入れ

した。（クリスマスギフトとして)パンを用意しま

したのでお持ち帰り下さい。

・私も を持って参り贈り物としてコールマンバッグ

ました。押しつけになってはいけないと思ってここ

全員ににありますがよろしければお持ち下さい．＝

＝頂戴しました(^0^)

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

：本日は年次総会です。よろしくお・新宅文雄さん

願い致します。

：コロナ禍の1年、皆さん健康で元・河本親秀さん

気に過ごされましたこと何よりでした。来年は良い

年になりますように。

：本年は前半会長として、後半は職・石山智司さん

業奉仕委員長として大変お世話になり有り難うござ

いました。来年はコロナが終息し、良い年になりま

すように。

：会長、幹事、半期ご苦労様でした。・井上浩吉さん

：2020年、大変な年、無事に過ごせ・鈴木美乃さん

たことに感謝しております。お世話になり有り難う

ございました。又来る新しい年もよろしくお願い致

します。

：年末年始、ホテル業界には逆風が・布川史明さん

吹いてきますが、笑顔でがんばりたいと思います。

：大磯ロータリーの皆様・百瀬恵美子さん

本日をもちまして大磯ロータリークラブを退会させ

ていただきます。15年間ロータリアンとして色々な

活動に参加出来ましたことは生涯忘れられない思い

出が沢山ありました。大磯ロータリークラブでの入

会は嬉しい感謝しかありません。

大磯の町で私を見かけることがありましたら遠く

有り難うございました。から手を振って下さいね．

2020年12月17日

・瀬戸亨一さん 百瀬さんの姿を見たら遠くからで：

んですが。百なくて近よって行っちゃうかなと思う

瀬さんとは2年半しか一緒に活動していませんけれ

ど､この後色いろ聞きたい事も、相談したい事もあ

ったのに、ずっと一緒にやって行けるものと思って

いたので…。前回例会の時に訊いた時も非常にショ

ックで、今も又もっとよりショックで…。正式に決

まっちゃったんだなと思って本当に残念です。せめ

て最後にお目にかかってお話ししたい感じがしてい

ますけど．いつか機会があったら話が出来たら良い

なと思っています。

私も何も出来ていませんので大きなチョコレート

を探しに行ってこようかなと…。

例会終了点鐘：新宅会長

2020-21 年 次 総 会

議長 新宅文雄 会長

配付資料：

1．2020-21年度上半期事業報告書

2．2021-22年度理事役員(案)

大藤幹事により、当集会がクラブ細則規定により総

会として適法に成立する旨の宣言があり、議長とし
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て会則により新宅会長を選出し、司会進行を新宅会

長に託し総会開始。

議題1：2021-22年度 理事,役員の選出

12月3日の理事会にて選出した候補者

：敬称略理 事

会長：守屋 紀忠

会長エレクト(管理運営委員長)：桜川 誠

奉仕活動委員長：石山 智司

財団委員長：田中 敏治

無任所：河本 親秀

幹事：瀬戸 亨一

会計：大藤 勉

直前会長：新宅 文雄

役 員：敬称略

会長：守屋 紀忠

会長エレクト：桜川 誠

幹事：瀬戸 亨一

副幹事：鈴木 美乃

会計：大藤 勉

ＳＡＡ：布川 史明

副ＳＡＡ：鈴木 美乃

拍手にて可決

：詳細は配付資料参照議題2：半期報告

(1)会員数：16名

(2)出席率：70.85％

(3)平均年齢：67.18才

(4)寄付協賛：2件 30,000円

(5)Ｒ財団寄付：215,000円($2,067)

会員16名＠129ドル

(6)米山記念奨学会寄付：285,000円

会員16名＠17,812円

：議題3．後半期の会費

前半期はコロナ禍で例会中止が重なったので年会費

元の150,000円に戻を1万円下げて14万円にしたが、

す事、拍手にて決定

新宅会長の要請による各会員よりの発言

大藤勉幹事

この半年：

振り返って

みると、毎

月の会長幹

事会に出席、

地区大会出

席しました。

会長幹事会

こが5回開かれ、うち1回がウエブで開かれました。

れが参考になって自分の会社にも生かせたんで良か

った。ウエブ会議で何を感じたかというと、クラブ

例会で鈴木さんが軽井沢におられてズームで会議を

皆がウした時は良いじゃないのと思ったのですが、

エブですと何か疎外感があり、自分が参加した感覚

がない。一人二人が来れなくてその人の居る場と会

皆でや場とで出来るのは良いじゃないと思います。

るのは緊張感がないし,全然顔が見えないので如何

なものかなと、何回か自分が出ての印象です。もう

一つは自分が不動産を購入した時に書類のやりとり

やお金の振り込みがあるのですが、その不動産会社

の担当者は振込先の銀行に行って確認するのではな

く,その場でスマホで振り込み銀行口座に入金され

ているのを確認して完結したんですね。それをやっ

たのが60代の人なのを見て年は関係ないんだなと、

それで我が社にもそのシステムを導入することを決

めました。このシステム導入の初期投資が非常に高

いので迷っていたのですが決断しました。

これからのウエブこの前半期で思ったのはやはり

とインターネットを活用したサービスの重要性です。

うちの金庫も今月からそれができるようになりまし

た。皆さんも記帳に行って預金の状況を知るのでは

なくてスマホにアプリを入れてインターネットでそ

の場で預金の状況を知る方法をお奨めします。＝こ

の ですが会社はできま「信金アプリ」は個人はＯＫ

せん＝

百鈴木美乃出席委員：去年入会したんですけれど、

瀬さんが来られて「一緒にやりましょうよ」とおっ

しゃって下さって、本当に力強く思って皆様の仲間

百瀬さんの顔を見ると何か安心に入れて頂いて…。

して,色々教えて貰おうと思ってたんですけれど、

ここにおられなくて本当に寂しいです。太田さんも

おられんですけれど、何となく私ひとりぼっちの感

じがしちゃうんですけれど、頑張ります。

先ほどのネットの件ですけれど、夫が私に家計の
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ずっと前かお金を振り込んでくれるのですけれど、

月初めになって家計が心らネットバンキングです。

細くなってくると、夫に「振り込んで置いてくれな

い?」と言うと、「振り込んであるよ」と言うんで

す。銀行に行かないのに！ 夫は70台ですけれどや

っています。やはり年齢ではないんだなと思います

(^0^)。私は60台ですけれどネットバンキングは出

来ません。でも何とかそういう世界について行かな

くっちゃと思っています。取り敢えず、スマホは駆

使しています。

この間の させて頂いたん例会のズーム会議に参加

参加しているんだけど参加してなですけど、やはり

は確かにありました。でも皆様の感じは分かい感じ

参加できて良かったなといるので、遠くから画面で

と、出席委員だから出席率を下げなくて良かう気持

ったなと思いました。出席率を下げないで欲しいと

思っているので、もし出来れば、欠席だけれど、そ

の時間は大丈夫だという場合はズーム例会をやって

頂いたら良いんじゃないかと思います。

Ｓ布川史明ＳＡＡ：ロータリアンになって1年半、

ＡＡの何たるかを仕事をしながら覚えているという

でございまして、皆さんに支えられてここまで状況

来られたと感謝しています。有り難うございます。

来年先ほど来期のラインアップを拝見しまして、

かなもＳＡＡとして、もう1年勉強しろと言うこと

と思いつつやらせて頂きたいと思います。

平塚湘南ＲＣの夜間例会が大先週10日の木曜日、

＝家族例磯プリンスホテルで盛大に開催されました

会で60名くらい参加＝。吉野ガバナー補佐もおられ

て、大磯プリンスホテルの総支配人の立場とロータ

リーと言う事でこの間来て頂いて有り難うございま

した、という複雑な立場を使い分けながら、お迎え

吉野ガバナー補佐からは大磯ロさせて頂きました。

ータリークラブの皆さんに呉々もよろしくお伝え下

さいと言うメッセージを頂きました。

会長から報告のありました大磯警察署企画の「詐

欺から身を守る」キャンペーン広告に大磯プリンス

ホテルも参加しました。

私が卓話の時に申し上げたGo to キャンペーンが

こういう形で年末年始に戻ってくるかなという状況

です。ホテルとしては非常にきついですけれど、下

を向いていてもしょうがないんで、上を向いて頑張

皆様のお力をろうとホテルの皆に話をしています。

お貸し頂きますようお願い致します。

皆さん今年1年有桜川誠奉仕プロジェクト委員長：

前回例会で初の卓話をやらせり難うございました。

て頂いて、パソコンが苦手ですがパワーポイントを

瀬戸さんに色々手伝って貰って初めて使いました。

何とかできましたが、又1年に1回くらい卓話をする

時が来ると思うので次回はもっと旨いものが出来た

ら良いなと思っています。

石山会長の下で幹事をやらせて頂今年は6月まで

いて、6月に1年がやっと終わったなと思っていたら、

今後次年度会長エレクトと言う事になっていて…。

の1年間は真剣に頑張って行きたいなと思っていま

す。皆さん宜しくお願いします。

百瀬さん差し入れのケーキ＝モンブラン大藤幹事：

とショートケーキ＝の写真をスマホで送ったところ、
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百瀬さんから返信がありました。「有り難う。良か

ったです。一緒にケーキを食べたかったです」とい

うコメントです。

自分も桜川さんと一緒で6月ま石山智司直前会長：

県古紙＝で会長をやらせて頂きました。7月27日に

神奈川県資源回収商業協同組合平塚支部＝の総会が

代表理あり、5代目の代表理事に選出されました。

事に就任すると月30万円貰えるんですよ！ これは

良いなと拝命したんですが、通帳を見たらお金がな

くて…。理事会を開き、今期は役員報酬はゼロにす

ることを決めました。まだまだ通帳とにらめっこし

色んな協同組合や事業組合ながらやっております。

が沢山ある中で、このコロナ禍で相当廃業する方が

。私達の産業は動脈産業ではなくて静脈産業います

ですから、動脈産業がしっかりして頂けないと我々

静脈産業の業界は無くなって行く感じがしてなりま

只コロナの所為ばかりにしていたら全部駄目せん。

になるので何とかしてここから脱却して行きたいと

ので、いう考えを持ってやって行きたいと思います

宜しくお願い致します。

今年1年振り返ると一大ニュ瀬戸亨一財団委員長：

ースは百瀬さんが退会してしまうことです。個人的

にもクラブにとってもそう思います。

仕事の方は年始めに町の文化財の迎賓館お仕事をし

たり、色々町の仕事をさせて貰いました。コロナ禍

といっても行政の方は止まっていないのでいくらか

仕事はあるという感じです。民間工事としては止ま

ることはないんですが、やはり「来年終息したら」

とか「もう少し良くなったら」と延び延びになって

いるのが多いです。それでも水漏れするお宅があっ

たり、直ぐやる必要のあるトイレ修理とか呼んで頂

財団委員長ければ直ぐ飛んで行きますので･･･。

をやらせて頂いて、研修委員会にも3回くらい出席

しました．そこでお金の使い方、使い道、お金の入

そこで少しずり方とか色々勉強させて貰いました。

つ深く入り込んでいっているかなと思っています。

＝今年は副幹事で大藤幹事がしっかり10来期は幹事

0％やって頂いているので、私は0％でした。来年は

しています。副幹事で美乃さんがおられるので安心

今年は理事もやらせて貰って、中のことも分かって

きました。来年も頑張りたいと思います。

今日は総会で、夜間例会でビンゴゲームがあると思

って楽しみにしてたんですけど…。何処でもお祭り

は中止、仲間の忘年会も中止、会社の忘年会も中止

＝これはお弁当を取って事務所内でやろうかなと思

っています。

子供が小学生、中学生でいますが、学校に行き始

4月~6月まめたことが一番ホッとしたところです。

でずっと家にいる状態で、関わる親御さんも大変で

したし、子供達もつまんなそうな、勉強も何をして

良いのか分からない、学校の先生も悩んでいる姿を

コロナが速く終息して良い年に目にしていました。

なればと思います。

今年は研修委員長、姉妹クラブ担当、河本親秀さん：

公共イメージ委員長、更に会報と随分沢山担当して

一つだけ進んだのいますが、何にも出来なかった。

が公共イメージ委員会の中で「ウエブ会議の導入」

です。瀬戸さんに手伝って頂いて、鈴木美乃さんが

軽井沢に行かれた時にウエブで例会参加が実現でき
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たことです。これは我々にとって画期的なことで、

これが切っ掛けで今後もっとやれるかな、やって欲

しいなと思っています。

関係では東日本大震災の関係で姉妹クラ姉妹クラブ

「いわき鹿島ロータリークラブ」さんがブになった

してしまった。コロナ禍のために会員が6月に解散

倒産したり、新しいショッピングセンターが出来て、

競争が激しくなり経営不振に陥り辞めていったりし

て、ついに消えてしまったのは真に残念でした。海

外姉妹クラブとのコンタクトは一切無くて、小諸ク

ラブさんとも会報の交換くらいで終わってしまいま

した。

今まで私にとってそんなに負担会報委員として、

と思わずにずっとやって来たのですが、今期に入っ

てコロナのために元気がなくなったのか大変能率が

落ちてしまいました。2週間に1回だから楽なはずな

皆さんのに旨く行かなかった。その理由の一つは、

のお話をその方のしゃべり方を反映できるような収

録をしようと心がけるようにした事です。これは話

をされる方の気持ちを考え、また休会されている方

にクラブの雰囲気が分かって貰えるような書き方に

。その典型しようと思って頑張った所為もあります

が今日お配りしたガバナー公式訪問号です。11ペー

ジになりました。今まで一番長い会報です。一寸や

り過ぎと自分でも思うのですが…。ガバナーはとて

も良い内容を話しておられるんですが、それが早口

で、話が行ったり来たり、語尾が消える話しぶりで、

その場で聞いてる者には感覚で理解出来ますが、そ

のままの収録文章では何だか分かり難いと思はれる

ので、分かり易い文章にするのに大変時間がかかり

ました。箇条書きにこういう内容の話であった、と

すれば短くて済むものを話し言葉で書こうとするの

原稿で時間がかかることになってしまっています。

を頂ける方は良いのですが、頂けない方の卓話収録

には苦労します。

個人的なことでは、コロナは皆様方会社を経営さ

れていると大きな影響がおありでしょうが、私は完

全に退職し年金生活者ですので収入に関しては変わ

りが無くて助かっています。ロータリーでは殆ど仕

地域の方では前半は地事は出来なかったんですが、

区社会福祉協議会の会長として頑張って、後半では

地区ボランティアセンター長として地域の方々と色

催し物は出来ないのですが、んな事をやっています。

役員会とか、コーディネータ会議とかは屡々やって

いまして、そういうところで刺激を受けて退屈はし

ロータリーと共に私の生きないでおります。これは

今後も続けたいと思ってい甲斐にもなっています。

ます。

コロナに負けないように、めげないように頑張り

たいと思います。

：新宅会長

時間が来ま

した。皆さ

んにお話を

聞きまして

次期理事 ･

役員に関し

ましてはご

賛同頂き有

り難うござ

いました。半期報告も致しました。会費も元に戻し

て半期15万円に。オンラインの話が出ましたが時代

としてはどんどん進んで行くのだろうなと思います。

会報については音声をそのままホームページに載せ

ることは出来るのでしょうか?

：河本さん

それは出来

ます。また

i P h o nに向

かって話を

するとそれ

が文章にな

って記録で

きる機能が

ついている 卓話事を娘から教わりました。これから

試してみたい。或いの時にマイクのそばに置いて、

レコーダーに録音した音声でiPhoは又今使っている

屡々漢字が違ってnに吹き込めるか試してみたい。

出て来ますが、文章をパソコンに移して修正できま

す。自分の時間を節約できるように頑張ってみたい

と思います。

是非そういう形でないとなかなか河本さ新宅会長：

ん以外に出来る人に頼むとなると大変になる．昔は

新人の頃テープ起こしをした事がありましたが…。

色々いい話を聞くことが出来ました。

この12月の会報でも、もっと僕もしっかりと考えれ

ば色んな事が出来たんだなと．他のクラブでもコロ

ナ･コロナであってもやり方もあるし方法もあるし

と反省しています。

ではこれで時間も過ぎましたので年次総会を閉じさ

来年せて頂きます。どうも有り難うございました。

1月7日元気で例会に来ましょう!! 宜しくお願いし

ます。


