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田中 賢三（茅ヶ崎 RC）
仲西 栄治
東井 重和
土屋 美幸

毎週水曜日
12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
☎0463-96-3711
〠259-1131 伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内

☎0463-92-5777

Fax0463-95-5313

点

第 2446 回 例会

mail：rc1isehara@gmail.com

ロータリーソング

手に手つないで
四つのテスト(仲西栄治会長)

司会・進行

村上 一秋会長エレクト

平成 28 年 6 月 22 日(水)曇り・雨
会長

お客様紹介

伊勢原 RC 事務局は横浜銀行を
お借りしております。
本日支店長にお礼をしたいと
思います。
ありがとうございます。
幹事報告

仲西栄治 会長

鐘

矢野 一博様（第 7 グループガバナー補佐）
川口
洋様（第 7 グループ幹事）
内藤 房薫様（第 7 グループ会計）
長谷部俊夫様（次年度第 7 グループガバナー補佐）
小西 英昭様（次年度第 7 グループ幹事）
柳川 正男様（次年度第 7 グループ会計）

今後の予定

○ガバナー事務所より
6/29
第 2447 回
2016-17 年度 地区 R 財団セミナーのご案内が
7/ 6
第 2448 回
配信されております。
7/13
第 2449 回
日時：7 月 16 日(土)13:00～17:00
7/20
第 2450 回
場所：アイクロス湘南 6 階研修室
返信：7/7 迄
○伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
第 49 回伊勢原観光道灌まつり第 1 回実行委員会の資料が届いております。

スマイル報告
矢野 一博様
川口
洋様
内藤 房薫様
長谷部俊夫様
小西 英昭様
柳川 正男様

東

学

夜間例会(納会)
クラブ協議会
クラブ協議会
卓話：遠藤郷平君

内田智久君

スマイル委員長

1 年間大変お世話になりました。仲西会長・東井幹事はじめ、会員皆様のご協力を頂き任務が
終わろうとしています。本日はお礼のご挨拶と、次年度の長谷部ガバナー補佐・グループ幹事
小西さん・グループ会計柳川さん共々ご挨拶にお伺いしました。よろしくお願いいたします。
いつも大変お世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。もっと楽しいロ
ータリーに !!

仲西

栄治君

第 7 グループ矢野ガバナー補佐・川口幹事・内藤会計、大変おせわになりました。次年度ガバ
ナー補佐長谷部様・小西幹事・柳川会計宜しくお願い致します。

東井

重和君

フォーラムでの今年度最後の例会です。色々有難うございました。

飯田

隆三君

第 7 グループ矢野ガバナー補佐・川口幹事・内藤会計の皆様、1 年間ご苦労様でした。次年度
長谷部ガバナー補佐・小西幹事・柳川会計の皆様頑張って下さい。

〃

東スマイル委員長 1 年間大健闘でしたね。目標まであと一歩との事、スマイルします。

松下

孝君

大韓航空お見舞金、全額スマイル致します。

小泉隆一郎君

第 7 グループ矢野ガバナー補佐を始めとする役員の皆様、1 年間お疲れ様でした。次年度次年
度ガバナー補佐長谷部さん他の皆様よろしくお願いします。

井戸川秀治君

第 7 グループ本年度役員の皆様、来期 1 年間よろしくお願いします。

内田

智久君

キセキの生還メンバーを含め各界の重鎮のお客様ようこそいらっしゃいました。仲西会長・東
井幹事そして皆様お疲れ様でした。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

築城

忠生君

東さん 1 年間ご苦労様でした。なかなか力になれなくてスミマセン。

鈴木

克一君

戸田

裕士君

添田

博允君

田中

徹君

東

学君

山田

昌紀君

外谷

正人君

会員誕生祝い

スマン

会員の皆様お久しぶりで御座います。仕事が多忙により例会の出席が出来ずにスマンです。入
会・誕生日・結婚祝いをまとめて有難うございます。欠席が多いので、スマンとスマイルをま
とめてスマイル致します。
1 年間お世話様でした。来年度もよろしくお願いします。(タマちゃんお疲れ様でした)納会欠
席で申し訳ありません。
第 7 グループ役員の皆様ようこそお越しくださいました。会長・幹事・会員の皆様本年度お疲
れ様でした。来年度さらに大きくなりましょう。
第 7 グループ矢野ガバナー補佐他役員の方々、1 年間お疲れ様でした。次年度ガバナー補佐長
谷部さん他役員の皆様、次年度よろしくお願いいたします。大韓航空から頂いた見舞金少しで
すがスマイルさせて頂きます。
通常例会、最後のスマイル読みになります。皆さん 1 年間多大なご協力有難うございました。
次年度スマイル委員長山田さん、スマイル委員会の飛躍を期待しています。
第 7 グループ役員の皆様、おいで頂きありがとうございます。来週の納会公務のため欠席しま
す。スイマセン！
第 7 グループ役員の皆様お越しいただき有難うございます。今年度の皆様大変お疲れ様でし
た。次年度の皆様には是非頑張って頂きたいと思います。今日はゆっくりとしていって下さい。
吉川 芳郎君➨矢野 AG・川口さん・内藤さんご苦労様。長谷部 AG・小西さん・柳川さんよ
ろしく。小西さん 1 年間ご苦労様。東さんご活躍ありがとう。誕生祝い有難うご
ざいます。
𡈽屋
修君➨誕生日を祝っていただきありがとうございます。歳も増えましたが体重も増え
てしまいました。今年こそはダイエットに励み体重だけは減らしたいと思いま
す。
村上 一秋君➨6/22 は都合で熊本へ帰ります。最終例会欠席スマンです。
篠﨑 文一君➨申し訳ございません。本日は途中で退席させて頂きます。スマンです。
おめでとうございます

出席報告

内田 智久 出席委員長代理

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

5７

53

36

出席率（％） 前々回修正出席(％)

事前 MUP
松下
孝君➨2016 規定審議会報告会
クラブ奉仕委員会

第 7G ガバナー補佐

矢野一

博様

67.92

修正なし

東井
田中

重和君➨2016 規定審議会報告会
徹君➨2016 規定審議会報告会

挨拶

ご紹介頂きましたガバナ－補佐の矢野でございます。今日はお礼にお伺いさせて頂きました。先程、仲西会長が鐘
をカンと鳴らしました。すごく余韻のある鐘の響きでございました。人生にはリハ－サルはないと言われるように、
私のこのガバナ－補佐もあと数日で、リハーサルのないこの余韻が残るような気持ちが少しある理由でございます
けど、このにこやかな 3 人の顔、新しく次年度になります。後でご紹介をさせてもらいます。次年度に備えてのフ
ァイル、私も一年間、やつと慣れた所で、終わりという事になります。本当に皆さん、仲西会長、東井幹事、皆さ
んに本当にお世話になりまして、何が出来たのかなという所になりますと、ＩＭはすぐ皆さんのご協力を得まして、
そして、また親睦がすごく図れた内容で本当にこの IM が充実した中で行う事が出来ましたので、本当に感謝を申
し上げる所でございます。本当に 1 年間つつがなくこの任務を終わらすことができるようになりました事は皆様の
温かいご協力だと思っております。本当に色々とありがとうございました。伊勢原クラブの皆さん本当に一年間お
世話になりました。ありがとうございます。

第 7G

幹事

川口

洋様

挨拶

伊勢原クラブの皆様本当に 1 年間ありがとうございました。
第 7G

会計

内藤

房薫様

挨拶

会計の内藤でございます。大変お世話になりました。6/19 に最後の会長、幹事会懇親会をさせて頂きまして、お
陰様であしが出ることはなく、会計が済みましたので、次年度に引き継ぐことができるのかと思います。大変どう
もありがとうございました。
第 7G 次年度ガバナー補佐

長谷部 俊夫様

挨拶

こんにちは。この会場、うちの中央クラブでも使っていて久しぶりに来て、ああ懐かしいなと思っていて、またこ
こで皆さんのお顔を見るとほとんど知っているので、ああ多分、ガバナ－補佐をやっても皆さん助けてくれるだろ
うなと思っておりますので、是非よろしくお願いします。この前、飛行機事故で仲西会長さん、ニュースで 3 回も
4 回も同じ日にニュース出演していまして、いい男は違うなと伊勢原クラブは凄いな、と公共は超えるイメージを
会長が自らがかって出て、また飛行機の中で流れていた映像を内田さんが矢野さんも搭乗されていらっしゃった中、
本当にロ－タリ－の人達がみんなニュ－スに流れてて、内田さんの名前が出たり、仲西さんの名前が出たり、伊勢
原クラブは凄いなと事故になっても生き残っているという。また今年は皆さんお香典出さなくて済みまして。お金
もあるし、生き残ったこともあるから、伊勢原クラブがいれば今年のロ－タリ－財団でも何でも、米山でも絶対満
額だなと安心しております。皆様よろしくお願いします。
第 7G 次年度グループ幹事

小西

英昭様

挨拶

今年は、伊勢原 3 クラブ、たまたま私は会長二度目でございますけど、受け賜っておりますけど、特に幹事クラブ
として、3 クラブの合同事業にご協力を頂きましてありがとうございました。無事に一年終わろうとしております
けど、ところが今回、ガバナ－補佐を長谷部さんがお受けになったので、
「じゃあ私が幹事をやろう」という事で、
引き継いで 2 年間ちょっと大変だと思いますが、身体に気を付けて、務めたいと思っております。特に会長、幹事
会では、今年会長をやっていた関係で川口幹事の様子をよく見ていたので、あれほどはいかないと思いますけど、
色々マニュアルを頂きましてこんなふうにやるんだなと少し助かりまして、それに基づいて一年過ごせればなと思
っております。何はともあれ、ひとつ一年間、村上会長、幹事の田中さん、中心にして当クラブのご協力をお願い
しています。よろしくお願いします。
第 7G 次年度グループ会計

柳川 正男様

挨拶

会計の柳川と申します。よろしくお願いします。まだ 7 月 1 日に入ってませんので、資金の動きが一切ございませ
ん。自己資金だけが出ていますけど、送金は 7 月 1 日以降ですのでしっかりと、なるべく狂わないように、精査し
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。
ご案内
内田 智久君
神奈川県動物保護センタ－建設基金寄付のご案内
皆様のテ－ブルに小さいパンフレットが置いてあると思いますが先日のみかん動物病院の医院長さんがご紹介され
ました。動物愛護の基金の用紙です。是非ともご協力下さいという事で、先週言い忘れてしまいましたという事で
私の方から言わせて頂くという事になっておりました。どうもありがとうございました。
クラブ協議会 一年の総括
仲西会長
本当に早いものでクラブ協議会、一年間の総括という事で委員長の皆様にはお話を頂きます。
先週、規定審議会の説明会がございまして、かなり分厚い色々内容で載っています。この中でいくつかの内容に触
れてみますけど、入会金をなくそう、例会の回数を月 2 回とか、色々載っています。これにつきましては、次年度
で皆さんで相談して頂きまして、分厚いので、まず研修会みたいな説明会を開催して頂く事になっております。8
月 15 日までに、何か意義があった場合、異議申し立てが出来るようです。このクラブとして、何を意義申し立て
をするか？ しないか？ その辺も決めていかなければいけないとなっておりますので、今年度は特に時間もござ
いませんので、どうするというのはないんですけど次年度に送らさせて頂きます。実は色々お話したかった事があ
るんですけど、また次回の納会でお話できると思いますので、今日はこの時間では、簡単にお話させて頂きます。
K.R ラビンドン RI 会長「世界へのプレゼントになろう」という事でスタ－トしております。それを受けまして、
田中賢三ガバナ－は「活気あるクラブを目指し、もっと役に立つ、もっと面白いロ－タリ－にしていこう」という
事で一年間取り組んで頂きました。その中で強調していたのは、●会員の増強と維持、●寄付金への理解、という
事で大きな柱を作っております。それらを受けまして本年度のクラブ方針として「私は、ロ－タリアン」という事
で決めさせて頂きましてスタ－トをさせて頂きました。

私はロ－タリ－、ロ－タリアンであることを自覚を持って下さい。当クラブは非常に若い会員が増えております。
“その方たちに早くクラブに慣れて頂いて、将来、重要な戦力になって頂きたい”という意味も込めまして、親睦
会やら色々親しめるような場を沢山作っていたつもりでございます。しかしながら、出席率を見てみますと 50％
代の例会もいくつかありました。これは他との比較はどうかと思うんですけど、かなり低い出席率なんです。出席
率は多い方がいいに決まっているんですけど、それぞれ色々ご事情がある中でできるだけ参加をして頂くという事
は、当初からねらいはあったんですけど、なかなかいっきには難しいんじゃないかと思っています。
今年は上期に 1 回、下期 2 一回、炉辺会合的な例会を開催させて頂きました。上期は“ほぼ 100%の出席率”
を頂きました。下期は 100％まではいかなかったんですけど、
“100％に近い出席率”を頂きまして、少人数でロ
－タリ－を語ってもらう、一部研修も取り入れさせてもらいました。そういう中で色々な活発な意見も、少人数な
らではと言いますか？ 意見も出ておりまして、参加された方には「良かったよ」という意見も聞いております。
また、次年度も炉辺会合的な例会があればいいなと思っております。
会員の増強に関してなんですけど、今年非常に残念だったんですけど、6 名の退会ということでございます。ま
ずは山本昭義さん、小川正人さん、土屋美幸さん、国島正富さん、片山康弘さん、成田治一さんはお亡くなりりに
なられました。以上名の退会です。私の立場としましても、退会を留まって頂くお話をしましたけど、決心も固い
という事で退会を認めさせて頂きました。後ほど会員増強の委員長からお話がありますけど、今年度は 56 名から
スタ－トして、6 名が退会、新たに 5 名の入会者、実質は 1 名入会の予定だったんですけど、来月にずれ込むんじ
ゃないかと思います。ですから今年の委員長さんは 6 名、当初目的のクラブ会員の 10％、当クラブ 6 名の目標で
やっておりましたけど、ほぼ達成して頂いたという事で大変ご苦労して頂きました。そういう事で、スタ－ト時は
56 名で－1 名という事で今年から次年度へバトンタッチで 55 名、非常に残念だという事と力不足であったとい
う事で申し訳なかったと思っております。
会費等の金銭の変更を行うという事で、再確認の意味でさせて頂きたいと思います。まず会費なんですけど、会
費は半期で 135000 円という事で従来通りのわけなんですけど、会費の中には米山 2500 円、半期×2＝5000
円、会費の中から充当しております。ポリオプラスで年間 40 ドル、これも皆様の会費を頂いた中から拠出してお
ります。新たに次年度から半期 2500 円、財団に半期 5000 円、これを会費の中から充当して、寄付をしていく
という事になります。この新たな部分につきましては、3 年間という事で期限を切ってございます。
“年間お試しに
やってみましょう”という事で、先程、田中賢三ガバナ－の大きな項目で寄付の理解という事なんですけど、当ク
ラブ、非常に残念ではあるんですけど、寄付金の状況があまり芳しくないという事で、それを何とかしようという
事からきたものでございます。
米山でいいますと、今年 20,000 円は１人、目標でしたけど次年度からは 2500×2＝5000 円は頂いた会費
の中から充当していく。そういう事ですので１５，０００円を、多分次年度も同じ目標だと思いますので、寄付を
お願いしたい。これは最低限の話でありまして、今まで通り２０，０００円やって頂ければ、より良い事かと思っ
ています。
財団は、半期５，０００円×2＝１０，０００円を会費の中から充当させて頂きます。そういう事で、財団につ
きましては約２０，０００円なんですけど、その内の１０，０００円を会費の中からという事になってございます。
そういう事なんですが、本来なら１０，０００円を、目標は 200 ドルできますので、できるだけ次年度もこれよ
りもプラスして余計に寄付の方をお願いできればと思っております。それから、もう一つ金銭的に地区出向者に支
援をしていこうという事で、１回１０００円、これを交通費としてお支払いをしていくという事でこれも既にお話
してあると思いますけど、再確認の意味でお話をさせて頂きます。前回お話させて頂いたんですけど、年会費をこ
れからなくしていこうとお話が進んでいるようです。今日、お見えになられました秦野のクラブでも色々聞いてい
ますけど、秦野ロ－タリ－クラブさんは既に入会金はとっていない。中ロ－タリーさんはもう廃止しようという事
で進んでいます。他の所でも入会金は徴収しないという方向で進んでいるようです。RI の方でもそういうような方
向で決まりつつあるようです。当クラブ、当面は入会金があるという事で頂くわけですけど、どこかで名称を変え
てこの８００００円を相当する部分を頂いていこうという方向にあります。たとえばの例でいきますと、青少年育
成基金の方に寄付を頂くとか、そういう形で対応していきたいなと今年の理事会では方向付けがなされております。
これにつきましても、具体的な決定しなければいけない時期がくると思いますので、その時には皆さんのそういで、
決めて頂ければなと思っております。私も多分反省しなければいけない所が、いっぱいあると思うんです。そうい
う事は次週、是非お酒を飲みながら、色々聞かせて頂ければ、それを次年度の方に伝えて、改善する所は改善する
と、改善していくという方向に持っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いずれにしま
しても、一年間ご支援ありがとうございました。
会員委員会
会員増強・維持・分類委員長
添田 博充君
会長からお話がありました通り、今年度目標 6 名の所、5 名の入会があって、6 名の退会ですから、－1 名、とな
りました。以前もお話しましたが入会の方に意識が集中しておりまして、現在いられる会員の皆様のフォロ－と言
いますか、そこの力がちょっと足りなかったというふうに反省しております。来年度、ほぼ 2 名の入会が決まって
おりますので、仕事は出来たのかなと思っています。一番大事なのは、ここに入会の希望者をお連れした時に、皆
様が非常によく話しかけて頂いたので、私が連れてきた方はみんな入会になりました。そういった皆様の一人一人
の協力があって、できた結果だと思っております。来年度は委員長を退きますが東委員長に受け継いで、私は増強
の一員としてそういう気持ちを持って、会に協力していこうと思っています。一年間ありがとうございました。
広報・雑誌・PR 委員長
堂前慶之君
基本的には、内容につきましては例年通りのタウンニュ－スへの掲載にとどまってしまったのが、結果かなと思っ

ております。本来、各委員会と連携して、増強に繋がるような PR を一回していこうという事が計画にありまして、
ふれあい授業の時に、ロ－タリ－の会員の募集というものをいっしょに広報に載せていこうという計画が当初あっ
たんですけど、実現にはいたりませんでした。ちょっと残念思っております。
本当に最近は、アピ－ルをするという事におもきをおかれて、地区の方からも言われておりますけど、いわゆる公
共イメ－ジという事でありますけど、来年はホ－ムペ－ジができるという事で、まさに広報については、また一つ
新しいツ－ルを手に入れて、増強に繋がっていくのではないのかなと思っておりますので、次年度に期待を寄せた
いと思っております。一年間どうもありがとうございました。
クラブ奉仕委員会
クラブ奉仕委員会統括委員長
井戸川秀治君
今年度は 9 月に、出席プログラムと親睦とクラブ会報とスマイルを合わせて、9 月の初め位に委員会を開きました。
細かい詳細につきましては、委員長がお話して頂けると思います。今年度、出席プログラブの飯田歩委員長が仕事
の都合で、出席できないという形で本人あやまりの電話とか頂いたんですけど、代わりに皆さん、クラブの方が代
わる代わる出席を務めて頂きましたのでありがとうございます。次年度、先程も会長からもお話がありましたよう
に、出席の方をなるべく皆さん誘いあって出席して頂ければなと思います。親睦に関しましては田中委員長が、納
会、クリスマス例会、親睦旅行という形で実行して頂きましたので、本当にお疲れ様でした。クラブ会報は土屋委
員長、一番大変な仕事だと思いますので、本当によくやって頂けたなと感謝しております。スマイルに関しまして
東委員長、皆さんのテ－ブルにありますスマイルメ－タ－、スマイルボックス等を作って頂いて、会員誕生にはゴ
ルフで使うフォ－クと自作のキ－ホルダ－を名前入りで作って頂きましたので、ほんとうありがとうございます。
ありがとうございます。
親睦委員長
田中 徹君
親睦委員会ではクラブ計画書の記載にある通り、7 月の下旬に納涼会を馬車道の方で行いました。私が前に勤めて
おりました県立博物館を見学した後に馬車道の霧笛楼という所で、納涼会をさせて頂きました。大変美味しく頂い
たという事で皆様からお褒めの言葉を預かりまして、恐縮しております。続きまして 12/16 にクリスマス例会と
いう事でホテルサンライフガ－ガ－デン、多数、皆さん、参加して頂きまして沖縄の踊りなどを踊りながら、楽し
く過ごさせて頂きました。お食事の方は美味しいとは言えないお食事で、皆さんからご批判を浴びましたので次年
度の親睦委員長さん、よろしくお願い致します。3 月ソウル国際大会がありましたので、親睦旅行 3/6・7 という
事で伊豆の稲取の方に、温泉という事で宿泊をしてまいりました。20 人という事で寂しい参加になりましたが、
米山梅吉記念館等々を見学してまいりまして、それなりに良かったんじゃないかと思います。課題でありました親
睦旅行の参加がちょっと少なかったという事で色々土日とか日月とか、そういった形でなるべく沢山の方が参加で
きるような形で企画はしたんですが、２日となりますと仕事の関係とか、なかなか参加が出来ない状況になってお
ります。この課題につきましても、次年度の親睦委員長の方に、課題を先送りさせて頂きますので、よろしくお願
い致します。
クラブ会報委員長 土屋 美幸君
週報での委員会報告では、仲西会長、東井幹事、理事、委員長の皆様には、色々教えて頂きました。
また、卓話では卓話者の方より原稿、データを頂きましてありがとうございました。皆様方のご協力により、本日
を含めまして、残り２回の例会を迎える事ができました。１年間、本当にご協力を頂きまして感謝しております。
残りの例会も引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。
スマイル委員長
東 学君
本当に一年間ご協力ありがとうございました。今日までの合計金額が出ました。150 万 8113 円、お陰様で 150
万超えました。会長から頂いた目標金額は 180 万円。残念ながら、180 万までちょっと届かなかったんですが、
あと、もう１回ありますので、もうちょっと頑張って頂きたいと思います。達成率にいたしますと 83.78％、8 割
超えました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。これは私、一人の力ではなくて、やっぱり前年度
の鈴木委員長の力が大きいと思います。私も、色々鈴木委員長のやり方を充当させて頂いて、ここまで 1 年間頑張
ってきました。今、これを来年度の山田委員長に引き継いで頂いて、盛り上げて頂きたいと思います。私は最初の
頃は皆さんからどうやってご協力頂こうかという事ばっかり考えていましたが、一年間委員長をやらさせて頂きま
して、地区の方にも行かせて頂いて、社会奉仕の方を勉強させて頂きました。そうすると、スマイルを通じてお金
を集める事、次年度の活動費になりますので、スポ－ツ育成基金に回しますよという事が分かってくると、今度は
奉仕活動に使うためのお金、それが今度は地区の方から補助金としてまわってきますという事が、だんだんめぐり
回って勉強させてもらう事になりました。一つの事、委員長を勉強させて頂くと、次にはまた別の事を勉強させて
頂ける事が分かりましたので、私 48 ですけど、40 後半の世代の方が多いですから引き続き、皆さん何かしら委
員長をお受けして、一年間頑張って頂ければ、またクラブとして飛躍できるのではないかと思います。本当に一年
間ご協力ありがとうございました。
奉仕プロジェクト委員会
奉仕プロジェクト委員会統括委員長
小泉隆一郎君
職業奉仕、社会奉仕・青少年奉仕、国際奉仕、ロ－タリ－財団、米山、各委員長さんには、昨年のリバウンドか分
かりませんけれども、私が皆さんのフォロ－が足らない所で、かなり活動が出来ませんでした。ご迷惑をおかけし
て申し訳ございません。また、予定しておりました野球も中止という事に追い込まれまして、奉仕プロジェクト統
括委員長として、いたらなかったなと思っております。来年度、事業も奉仕プロジェクトとして、立ち上がってま
いります。皆様のご協力を得て、来年も実りある奉仕活動するロ－タリ－でありたいと思います。引き継いでいき

たいと思います。ありがとうございました。
職業奉仕委員長
鈴木克一君
職業奉仕委員長として、命じられて一年前です。どういった事が職業奉仕なのか？ 少し勉強をさせて頂きました
が、なにぶんにもここ半年位、少し例会の方を出席出来なくて、ロ－タリアンとしてご協力出来ずに申し訳ありま
せんでした。職業奉仕という事で自分の仕事に職業奉仕をしてたのかなという事で、大変申し訳ありません。また、
次年度色々と勉強させて頂きたいと思います。ありがとうございました。
国際奉仕委員長
山田昌紀君
この一年間全くやれず申し訳ございませんでした。夏の炉辺会合、ちょうど一年位前になるのですが、そこで、仲
西会長に「お金があるのだからどんどんアイデア出してね」と言われたんですが、なかなか飛び込む事が出来なく
て、皆様にご迷惑をおかけしたと思います。また次年度は責任あるお役をやらさせて頂きますので、今年度の借り
は来年度に必ずお返ししたいと思いますので、今年度本当に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。
ロ－タリ－財団委員長
山口 知英君
今年度は２回に渡り、卓話でロ－タリ－財団の事をご説明致しました。当初 55 名のスタ－トで 200 ドルで、予
算は 11000 円という事で、初めさせて頂きました。ところが、やっぱりなかなか皆さんにご理解頂けなかった事
と経済的な理由もございますけど、こういった段階で、5/20 現在、結果が金額にしますと 4200 ドル、38.2%
とちょっと全く振るわない成績で、大変申し訳なかったと思います。その中で、仲西会長と吉川昌男さんに大口の
寄付を頂きまして、大変ありがとうございました。人数の割合ですと、合計 13 名で 23.6%という事で、大変申
し訳ない結果で、是非、次年度はなるべくクリアして頂くように、皆さんにロ－タリ－財団の事を十分ご理解して
頂きまして、また、来年度は年間 10,000 円べースが、ございますので、それに上乗せという事で皆さんにご寄付
をよろしくお願い致しまして、本年度大変力が至りませんで、申し訳ございませんでした。
米山奨学委員長
萩原 庸嘉君 一年間の活動報告をいたします。
7 月 11 日米山クリーンキャンペーン田中･井戸川・松下・内田・外谷 5 名の参加
2016/8/22 米山奨学セミナーアイクロス湘南で開催：カウンセラー研修他
2016/11/21 米山学友会国際交流会田中･井戸川・外谷参加戴きました。2417 例会会報に掲載 2016/11/24
田中･井戸川・外谷参加戴きました。2417 例会会報に掲載
米山奨学委員会夕食委員会の報告：18：00～20：00･伊勢原市伊勢原 2-7-27 レストランマンミサウレ(カザ
フスタン)サミーム(アフガニスタン)アルウィン(インドネシア) クラブメンバー 萩原庸･旗川･井戸川･西部･大谷･
土屋美幸･山口 10 名目的：当クラブ奨学生サウレと近隣クラブでお世話している米山奨学生と親睦を図り、見知ら
ぬ国での文化や考え方にふれることにより、知識を得、米山奨学の素晴らしさを知る機会になり米山奨学金の増加
になるよう企画しました。
2016/2/14 修了式アイクロス湘南で開催東井幹事同行 2016/4/9 オリエンテーション；小田原市民交流セン
ターで開催東井幹事同行
毎月 第一例会に奨学生のサウレが来て勉強等近況報告 3 月にサウレのスペイン国際学会が決まったので、参加
費のカンパを皆様にお願いしまして、合計 20 万円のカンパを進呈しました 28 会員のご協力ありがとうございま
した。
ロータリ－クラブ青少年基金委員長
萩原 庸嘉君
例会時、理事会時における今後の青少年活動の将来を踏まえて年間２回の委員会を開催しました。
第１回委員会では、出席者：会長 仲西栄治 幹事 東井重和 委員長 萩原庸嘉 副委員長 堂前慶之･井戸川秀
治 委員 多田政弘･小泉隆一郎 （顧問 吉川芳郎）合計 7 人参加 以下の議題を考え理事会に提出しました。
議題 1：設立目的の確認。議題 2：本年度、青少年育成基金通帳残額。議題 3：育成基金規定２項事業推奨におけ
る理事会へ提出活動議案の策定 ㋐ 国際親善少年野球大会開催事業。㋑青少年交換留学生 受け入れ事業㋒財団
補助金申請に伴う資金拠出㋓その他 推奨 50 周年記念事業等提案。
H28 年度 第 2 回 青少年育成基金委員会は 2016 年 6 月 1 日 18:30～21：00 委員長 萩原庸嘉副委
員長 堂前慶之委員 多田政弘顧問 吉川芳郎 幹事 東井重和出席の下、規定通りに①本年度事業決算について
青少年育成委員会通帳のコピーを参照：育成基金合計 金 8,370,383 円(684 円増)②本年度事業報告について
第１回委員会 2015 年 9 月 30 日 理事会へ提出の提案書に基づき、回答を報告㋐国際親善少年野球大会開催に
向けて：8 月打合せ予定。次年度へ移管㋑50 周年記念事業に向けて：時期的に今年度では早く次年度へ移行㋒青
少年育成のための事業計画：次年度芝桜事業予定。資金は本会計より拠出㋓青少年交換留学生の為の受け入れ事業：
次年度本会計より拠出との決定を受け、下記の通り再提案しました。①次年度事業提案について㋐国際親善少年野
球大会開催に向けて、前段階の実行委員会を立ち上げていただき、この事業実行に係る予算立てを提出いただきた
い。㋑50 周年記念事業に向けて、青少年育成のための事業計画を同時に考えていただき、50 周年記念事業のメイ
ンに考えてほしい。㋒その他 戦略室による新たな青少年育成事業プログラムでの推奨がされた後委員会で検討い
たします。②次年度委員会構成について 理事会より回答：副委員長 井戸川秀治(再任) 副委員長 堂前慶之(再
任) 委員 小 泉隆一郎(再任) 委員 仲西栄治(新任) 顧問 吉川芳郎(再任) 顧問 多田政弘(新任)③その
他：ロータリー定款における「入会金」項目の末梢により、本基金の基本財源がなくなる件㋐クラブ細則で入会金
項目を定めれば、委員会規定の変更は必要ない：財産項目の当該年度新会員入会引当金の項目は削除せず、そのま
ま残す。委員会では、財源の原資であり、名目は変えても確保してもらえることを希望します。結論は細則変更を
行う段で出してもらいたい。㋑新たなる財源の確保提案：本会計余剰金の一部、並びにスマイル BOX 余剰金の一
部を継続的に組み入れる考慮してもらう。余剰金が積みあがるのは、健全でないとの見方が出来る。それなら、基

金に振替、来るべき事業の原資に充てることも一案である。以上を提案いたし又報告しました。④委員会報告とい
たしまして、青少年育成基金委員会規定活動計画書に掲載する規定における 修正個所を確認願います。1.財産項
目：新会員引当金積立金→新会員入会引当金積立金 2.同：当該年度新会員引当金積立金→当該年度新会員入会引当
金 3.委員･顧問及び職員（顧問 2）
：理事長→会長 4.同(委任)：計画書→規定 又、クラブ細則 特別委員会欄に当
青少年育成基金委員会の欠落を確認
⑤理事会議事録が公開に成る為、委員会としての取組㋐青少年基金委員会の報告をどのように理事会に伝へ、会員
に周知してもらうか、伝達方法を確認する件：会長直属の特別委員会である事を確認
以上①～⑤までの議事を委員会で討議しましたので報告いたします。次年度第一回委員会（９月初旬予定）までに、
事業提案の一つでも承認いただけることを希望します。以上
公益信託伊勢原ロ－タリ－クラブスポ－ツ振興基金 運営委員長
萩原 庸嘉君
平成２７年度奨励金給付先の選考及び平成２８年度収支予算について第 49 回運営委員会をＨ28/5/25 開催しま
した。運営委員７名；出席 6 名 収支予算につきましては、次年度クラブ計画書に掲載します。平成２７年度奨励
金給付先につきましては、個人４名。並びに 1 団体の奨励金が決定されＨ28/8/3 8 月第一例会に於きまして、
贈呈式を行います。

団体名 ：
個人名 ：

伊勢原市スポーツ少年団 本部長 松藤 保男 様
体育協会
釜野
勲様
少林寺拳法協会
河本
章様
スポーツ推進委員会
田代 典子 様
スポーツ推進委員会
城所 重雄 様

クラブ活性化戦略室委員長
多田 政弘君
クラブ活性化戦略室の活動計画の一番目に、青少年の健全育成のための基金を設立具体化するという事でしたけど、
今、詳細につきましては、萩原庸嘉委員長より、ご説明頂きましたので、省略させて頂きます。会歴の浅い人達に、
伊勢原ロ－タリ－クラブとしてどういう事業がいいのだろうという事で、考えて頂くという事を他の関係の委員会
と協力して、何回かに分けて機会をもうけました。まずは 11 月に夜間例会で事業について考えて頂いて、それを
しょうかふりょうの分もありましたので、4 月の炉辺会合の時に、さらにつめて頂いて、いくつかのグル－プに分
かれまして、まず一つ具体化出来る事業というものを出して頂きました。その結果につきましては、次年度の村上
年度の方に、引き継ぎ致しましたので、形にして頂けるのではないかと思っております。一年間、ご協力頂きあり
がとうございました。
友好クラブ担当委員長
飯田 隆三君
昨年に続いて、また今年度もという事で、２年渡って友好クラブを担当させて頂きました。ご承知の通り
茅野ロ－タリ－クラブの方との交流を初めておりまして、今年の 4/3 に御柱祭に、行った時に茅野ロ－タリ－との
メンバ－とご挨拶をさせて頂いたという事で、今感覚的には良い感覚はありますけど、これはお見合いですので、
これからどうやって育てていくべきか？ どうやってつきあっていくべきか？ とても大切だなと思っております。
今年、実は伊勢の方にも行ってみたいなと思っていて、連絡調整していたんですが、なかなかよる機会がなくて行
けなかったんですが、また、村上年度でもう１年、今年から来年にかけて、ずっと引き続きもう少し友好クラブの
方をやっていきたいなと思っております。
もし皆さん方の色々な関係で、こういった所もあるよという所もあれば、是非、また推薦も頂いてもいいと思って
おります。何かの機会があればさらに広がっていきますので、その辺の所はこだわってませんので、是非よろしく
お願いしたいと思っています。今年度は小山副委員長の方にお世話になりまして、連絡調整をして頂きました。お
まかせすぎちゃったのか？ 問題かなと思っております私は人を育てるという事は、みんな任せる事が一番大事だ
と、常に大事だと思っておりますそのような中で、来年もやっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願
い致します。是非、皆さんの意見がありましたら、お聞きしたいと思っております。そして、早い時期に伊勢の方
には行って参りたいと思っておりますので、完全に消化できなかった委員会と思いますが、色々とお世話になりま
した。委員会メンバ－の方々には感謝申し上げて報告に代えさせて頂きます。ありがとうございました。
会場監督
内田智久君
正直申し上げまして、自己管理能力も無い人間が諸先輩方を監督するなんて、だいそれたことでございました。考
えましたのは、これから会がはじまるぞというのいかに効果音で盛り上げていこうか？ それだけを考えたのでご
ざいます。１年間お付き合い頂きまして、どうもありがとうございました。
東井幹事
今年の反省です。一言で言うと、反省点は山ほどあるんですけど、ここにも四つのテストがありますけど、皆さん
のためになっているのか？ 会員さんだけじゃないんですけど、本当に、私やったかどうか分からない所があるん
ですけど、本当に恵まれたクラブであると思うんですけど、会員増強も上手くいってスマイルもいっぱい集まって、
先輩たちがコツコツやってきた事を、仲西会長といっしょになかなかお役に立てなくて、本当に残念と思っており
ます。幹事の仕事は１年半と言われておりますけど、１年半前から本当に今考えると仲西会長とタッグを組んで構
成を決めて、奉仕事業の話をして進んでいけば、もう少しほんとうにみんなのためになったのか？と思っておりま

す。
後は細かい事ですけど、事務的な事ですけど、例会、会場とか、クラブ計画書通り整理したんですけど、１回だ
け親睦旅行で変わった点はあったんですけど、やはり休みの日にいらっしゃって、心苦しい所もありました。その
辺の改善も少し進めていっております。会の案内とかも今、酒井さんと協力しあってやってはいるんですけど、ま
だ、滞っている所もあると思います。酒井さんの方も今触れたんですけど、事務のお仕事の方が今、増え始めてい
るのかなとそれも協力しながら、やっていたつもりなんですけど、そのフォロ－をしながら、さっきも、幹事の仕
事は１年半と言いましたけど、１年半と８月くらいから１年半と１か月、勝手につくっちゃいますけどフォロ－し
ながら、進めていきたいと。また今皆様から反省点、報告がございましたけど、今日来てない方もいらっしゃった
りとりまとめて反省点として、良い点も不都合の点もあったんですけど、それを引き継いで、村上さんと田中さん
に引き継いで、やっと今年度の幹事の仕事を終わりにしたいと思っております。ちょっとお時間もあるので、また
ご連絡したい事もあるんですけど、来週の例会でご連絡したいと思います。以上です。１年間ありがとうございま
した。
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