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会長挨拶 

 
伊勢原ロ－タリークラブ第 48 代会長に任命されま 

した、、村上でございます。   

創立４８年という伝統あるクラブの会長として今年 

１年間最善の努力をしていきたいと存じます。 

  

さて、本年度は「人類に奉仕するロータリー」 

これが RI 会長のクラブテーマであります。 

当クラブにおきましても、本年度から開始する 

渋田川芝桜花咲プロジェクトを始めとして、米山 

奨学生のサウレさん、９月からは米国からの交換 

留学生のレンツさんをお迎えし地域の子供達との 

国際交流イベントの開催等いくつかの新規事業が始動する年でもあります。又、クラブの重要な定例行事でもある

例会の充実も図って行きたい考えます。 

今年は、職業奉仕委員会による、職業卓話が始まります。   

様々な事業を営んでおられる会員の皆様による、ご自身の事業のご苦労・成功事業例等々、ご紹介頂きたいという

内容になっております。ロ－タリークラブという異業種交流団体のメリットを十分に発揮できるものと思います。

更には、年間７名の外部ゲストスピ－カーをお招きしての職業卓話も始まります。 

第１回目は、8 月 10 日(水) かながわ経済新聞社代表の千葉龍太さんによる卓話を予定しております。 

千葉さんは、日本工業新聞社及び神奈川新聞社の経済記者として、長年ベンチャー企業を中心に取材活動を行われ、

数年前に神奈川県のベンチャー、中小企業の活動を世に広める為、ご自分で新聞社を創業されたチャレンジャーで

もあります。   

これら、社会奉仕活動の充実及び例会の活性化を通して、伊勢原ロ－タリークラブの活動に賛同して頂ける、新規

会員の獲得にも結び付けていきたいと思います。 

現在 3 名程お話合いをしている所です、そう言った方々を例会にお呼びし増強の一環としたいと思います。  
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幹事報告                                

 

○ガバナー事務所より 

 ①訂正とお詫びのご連絡が配信されております。 

イギリス EU 離脱により市場が大きく変動したことを受け 

7 月の RI レートが 1 ドル＝102 円  に変更されました。変更前 １ドル＝１０６円 

 ②青少年交換学生募集のお知らせが配信されております。 締切日：2016 年 10 月 28(金) 

③米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせが配信されております。 

日 時: 2016 年 7 月１６日（土曜日）    ※ 雨天決行 

◇11 時       小田急線「片瀬江ノ島駅」集合 

◇11 時～13 時   片瀬海岸東浜に移動して海岸清掃 

◇13 時～16 時   海の家「笹 岡 亭」にてバーベキューと懇親  

◇16 時             現地解散 

会 費：3,000 円（お一人様）当日徴収 

問合先 ガバナー事務所（TEL：0466－25－8855／FAX：0466－25－8866） 

＊当日出席できないクラブは是非 3000 円のご寄付をお願いします。 

申込期日：2016 年 7 月 8 日（金）までにガバナー事務所 

 ○例会変更のお知らせ 

  ・秦野中 RC  ７月 15 日(金) → 夜間例会(点鐘：19:00) 秦野商工会議所 1 階 多目的ホール 

  ・秦野名水 RC 7 月 21 日(木) → 夜間例会(点鐘：18:00) 於：やなぎ屋 文化会館店 

○いせはら市展実行委員会より「第 21 回いせはら市展」お礼のお手紙が届いております。 

○7 月 20 日の例会でございますが、卓話：遠藤君・内田君 予定をしておりましたが、規定審議会の関係で、

皆様方にご意見頂く場とさせて頂きますので、7 月 20 日卓話の時間をそちら方にあてさせて頂きます。 

規定審議会につきましては、今日の理事会でも報告があったのですが、7 月 1 日から発効と言う事になってお

りますが、8 月 17 日迄に反対票を投じるとそのパーセントが５パーセント超えますと廃案又は一時保留、と

言う事になっておるそうです。この件につきましては 7 月 20 日に皆様のお意見を頂戴したいと致しまして、

会としては意向を地区の方に示していきたいと思いますので、7月 20 日是非皆様参加の程宜しくお

願い致します。 
 

スマイル報告  山田 昌紀 スマイル委員長  

村上 一秋君 細野さん入会おめでとうございます。一緒にロータリーをエンジョイしましょう。 

田中  徹君 
仲西さん・東井さん 1 年間お疲れ様でした。とうとう始まりました。皆さん 1 年間よろしく

お願いします。 

西部 康男君 新年度スタートおめでとうございます。 

飯田 隆三君 
仲西・東井年度ご苦労様でした。村上・田中年度頑張って下さい。 

細野さん入会おめでとう。大歓迎です。 

多田 政弘君 
2016-2017 年度のスタートおめでとうございます。村上会長・田中幹事、たった 1 年しか

ありません。スタートから全力投球でグイグイ引っ張って行って下さい。 

松下  孝君 村上・田中年度で会場監督を務めます。よろしくお願い致します。 

小泉隆一郎君 
前年度 仲西会長・東井幹事、1 年間お疲れ様でした。村上会長・田中幹事よろしくお願いし

ます。細野さん入会おめでとうございます。 

井戸川秀治君 村上会長・田中幹事 1 年間頑張って下さい。 

堂前 慶之君 

村上・田中年度の進発おめでとうございます。1 年間よろしくご指導下さい。仲西さん・東井

さん 1 年間お疲れ様でした。細野さんようこそ。これから楽しくやりましょう。よろしくお願

いします。 

東井 重和君 村上会長・田中幹事 新年度おめでとうございます。細野さん入会おめでとうございます。 

仲西 栄治君 村上会長・田中幹事 1 年間よろしくお願いします。細野さん入会おめでとうございます。 

市川 正孝君 
仲西前会長・東井前幹事 1 年間お疲れ様でした。村上会長・田中幹事 1 年間よろしくお願い

します。田中さん出世しましたね。頑張って下さい。 

猪熊 正美君 村上会長・田中幹事 よろしくお願いします!! 熊より 



 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  戸田 裕士 出席委員長 

 

仲西 栄治 前会長挨拶 

素晴らしいバッチ頂きました、大事に使わせて頂きます。 

皆さん前年度色々と大変お世話になりました。 

今年度村上会長非常にやる気があります。 

前回奉仕活動私は控えさせて頂いた面もございます。とにかく中を良くしていこう、新しい会員の方に早く慣れて

頂こう、そういう方に力を注いだ分奉仕活動が疎かになった今と思います。今年は芝桜の件も決まってますし、ま

たもう 1 件と言う事で今色々考えられているようです。かなり実りある 1 年が期待できるようでありますので皆さ

んも引き続きご支援を宜しくお願い致します。 

東   学君 
.村上会長・田中幹事 今年 1 年よろしくお願い致します。細野さん入会おめでとうございます。

また同学年生が増えました。 

山田 昌紀君 
.今年度スマイル委員長を務めさせて頂きます。笑顔あふれる皆さんのスマイルお待ちしており

ます。 

外谷 正人君 

.細野さん伊勢原 RC に入会おめでとうございます。これから一緒に楽しくロータリーライフを

満喫しましょう。これで同学年が 9 人になったので、野球チームが出来ます。野球同好会と試

合も出来そうですね。 

貝原 剛規君 
.村上・田中年度 第 1 回目の例会おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。サル

には注意して下さい。 

大澤 守門君 
.細野さん ようこそ伊勢原 RC へ！また新年度を迎え、新役員の皆様よろしくお願いします。

クラブ会報委員頑張ります！ 

田村 貴寿君 .細野様 入会おめでとうございます。 

会員誕生祝い 小泉隆一郎君➡誕生日をお祝い頂きありがとうございます。57 才です。 

奥様誕生祝い 
松下  孝君➡妻の誕生を祝って頂きありがとうございます。最近ますます元気でなによりで

す。 

創立祝い 

村上 一秋君➡創立 15 年になりました。20 年に向け組織増強中です。 

飯田 隆三君➡創立祝いをありがとうございます。早いものでセンチュリーハウジング 21 年

目になりました。老人ホームも順調になって参りました。 

内田 智久君➡お祝い頂きありがとうございます。お祝い続きの村上・田中年度になりますよ

うに！ 

濵尾ゆかり君➡細野さんこれからよろしくお願い致します。創立記念お祝い頂きありがとうご

ざいます。これからも出来る限り頑張ります。 

入会祝い 

吉川 昌男君➡入会を祝って頂き ありがとうございます。 

吉川 芳郎君➡仲西さん・東井さんご苦労様。村上さん・田中さん 1 年間よろしくお願いしま

す。入会祝いを頂き感謝致します。 

遠藤 郷平君➡村上会長・田中幹事 新年度のスタート御目出度御座います。入会祝御祝い有

難うございます。 

細野 圭司君➡入会をお祝い頂きありがとうございます。仕事の都合で欠席してすいません。 

村上会長頑張って下さい。 

外谷 正人君➡入会して丸 2 年です。今年は勝負の 3 年目です。(何の勝負か分かりませんが) 

       今年こそ皆出席を目指したいと思います。 

高梨 浩樹君➡いつも出席出来なくて申し訳ございません。本日は出席出来ました。 

スマン 
萩原 鉄也君➡新年度スタートおめでとうございます。そんな日に申し訳ありません。介護の

講演の為早退致します。スミマセン。 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率（％） 前々回修正出席(％) 
事前 MUP 
濵尾ゆかり君➨平塚北 RC 

55 52 40 76.92 修正なし 

おめでとうございます 



入会式  細野 喜裕君 

 

前年度地区出向者慰労 

濱田 勝彌君 パストガバナー・地区諮問委員会委員 

松下  孝君 地区クラブ奉仕委員会委員長 

小泉隆一郎君 地区職業奉仕委員会委員 

東   学君 地区社会奉仕委員会委員 

田仲  徹君 地区補助金配分委員会委員 

 

今年度地区出向者 

濱田 勝彌君 パストガバナー・地区諮問委員会委員 

萩原 庸嘉君 地区副幹事 

東   学君 地区クラブ奉仕委員会委員 

小泉隆一郎君 地区職業奉仕委員会委員 

東井 重和君 地区青少年交換委員会委員 

 

 

 

 

東 学君 より紹介 

村上年度最初の日に、入会式が出来る事となりました、有難うございます。 

お名前が、細野喜裕さん(ほその よしひろ)、職業分類が衛生工事水道工事の方をされております。 

一度佳花楼夜間例会に参加して頂いて、その時ちょっとお話しさせて頂いて一緒に活動できるように、なればいい

なと思っておりました所、この度入会となりましたので宜しくお願い致します。 

. 

自己紹介 

日向で水道工事をやっております、細野と申します。宜しくお願いします。 

 

委員会広告 

内田 智久 親睦委員長 

親睦の納涼例会 7 月 27 日水曜日 15 時スタート、伊勢原市営駐車場北口からバス出発しまして、新江ノ島水族館

に行きまして、見学した後に、お食事をして帰ってこようと言うツアーでございます。現在 21 名程集まっており

ますので盛況に終わってくれる事と思っております。行ける方は是非私の方におっしゃって下さい。第 3 週の例会

を締切とさせて頂きます。金額は大人の方が 7,000 円、高校生以下は無料と言う形になっております。 

 

萩原 庸嘉 米山奨学委員長 

7 月 16 日土曜日江ノ島クリーンキャンペーン開催されます、当クラブからは現在 4 名出席となっております、他

のクラブでは 2・3 名しか出席されませんが、ここぞ伊勢原の力を発揮できる場所です。浜焼きで色々食べたりと

か、海岸を掃除したりとかいろんな各国の学生と話しをして楽しい 1 日が過ごせると思います。是非参加の程宜し

くお願い致します。 

ちなみに昨年度の米山の成績は 5 月の集計でまだひと月早いんですが、65 クラブ中 51 番と言う下から 14 番目

です。今年は会長のご厚意でけっこう入れて頂けるみたいですので、もう少し上位を狙えると思います。是非米山

の寄付の方もう早速、吉川芳郎君と松下孝君からいただいております。皆さんも右へ習えと言う様な感じで宜しく

お願い致します。 

 

松下 孝 野球同好会監督 

7 月 1 日県の理事会がございまして、20 回大会で終わる予定でしたがあまりにも盛り上がりまして、21 回大会

が 10 月 27 日候補日に上がっております。海老名欅 RC がホストでございますので木曜日になりました.。場所は

富士通グランドと言う事で計画をしております。雨の場合は 11 月 10 日予備日となっております。野球同好会で

詳しくはご報告させて頂きます。ユニフォームがかなり拡散しておりまして揃わない状態であります、少し上だけ

でも個人持ちのユニフォームをご提案したいと思っております。また野球同好会よりご報告させて頂きます。 

  

大澤 守門 クラブ会報副委員長 

ホームページの開設のご報告をさせて頂きたいと思います。 

7 月 1 日新年度と同時にホームページも本番化させて頂きました、メールアドレスとして会員情報のリストの中か

ら頂いてる皆様には 1 度メールさせて頂きましたが、メールアドレスを登録されておられない方もいらっしゃると

思います。その中で事後報告となってしましましたが大変申し訳ございません。これから連絡としては事務局を通

してやり方を決めていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

お手元に今資料を配らせて頂いております、基本的には出欠の確認の利用方法となっております。左上に皆様の個

別の ID とパスワードを添付させて頂いております、こちらで今ホームページ上でいれると、今月の４回の例会、納

涼例会を含めた出欠をボタン押すだけのリストがでますのでこれからこれをなるべく運用して頂いてシステム上出

欠のパーセンテージもでてきますので事務局の方も例会の度に計算する必要がなくなるようにしていきたいなと思

生年月日  1969 年３月２日 

(有)フジ管工設備 



っておりますので、是非ご協力の程お願い致します。サイト中身に関しましてはいろんなご質問を随時に頂いてお

ります、こちらは個別にお伝えできる事は伝えさせて頂いてるのですが、皆様に一括としてリスト資料まとめまし

て、役員の皆様のお時間を頂いたタイミングでまた改めてご説明させて頂きたいと思っておりますので、本日は開

設をさせて頂きましたと言う報告とさせて頂きたいと思います。 

 

クラブ協議会 

村上 一秋 会長  

渋田川スタートしております、今日の理事会の報告では堂前君からの報告では５０ｍ場所を借りまして作っていく

と言う点で、市役所の賛同を得ているという内容と、自治会、保護会の皆様のご理解を得ております。実情オープ

ンと言う事になります。次の奉仕は地域青少年の健全育成と言うのを遵守したことをやっていきたいと思います。

全体に幅広くやると言うのもあるのでしょうけれど、実際に限られた時間のメンバーでございますので出来るもの

であれば、２０年３０年後地域のリーダーを育成するようなプログラムを考えております。 

日本現状を考えますと語学力・国際交流イベント、サウレさん、ランツさんを交えまして新しい刺激を与えながら

今後の育成策として考えていこうと思っております。２．３年かけても青少年のサポートをしていきたいと思って

おります。新しい国際奉仕活動・イベントにつきまして私は対応できると思っておりますので宜しくお願い致しま

す。 

 

田中 徹 幹事 

今回初例会と言うこともあり、ばたばたして大変申し訳ございませんでした。 

実際やってみると色々と不測の事態が生じまして、やっぱり一番引継ぎが大事なのかなと非常に実感した次第でご

ざいます。 

これを糧にしまして精進していきたいと思います。 

それでは所信と言う事でございますが、計画書の方に方針等記載してございます。 

会長方針の地域に奉仕するロータリークラブ、実現するために各委員会活動の活性化を図りまして、連携を強化し

て頂きまして奉仕活動に実現化に努めて行きたいと言う事です。 

地区等の目標でもあります、会員増強こちらの方にも、力をいれて増強委員会の方と連携をして増強をしていけれ

ばと思っております。 

目玉の奉仕活動につきましても、地区補助金を活用いたしました渋田川設計プロジェクトこちらとか、今年は米山

奨学生に加えましてランさん交換留学生も来日しますので、この二方を交えて地域の子供達が学生と交流が出来る

様な事業を考えて実施をしていく事に対しまして支援をしたいと思っております、いずれにしましても微力ではご

ざいますが村上会長を支えながら皆様のご協力を得ながら１年間やって参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 

井戸川秀治 会員委員会統括委員長 

今年度会員委員会を務めさせて頂きます井戸川でございます。 

目的と方針ですけど、会長の方針でもあります、長期ビジョン３ヶ年計画で会員総数を７０名に上げる目標でござ

います。今年度会長の増強の目標は会員数８名でありまして、今日細野さん入会して頂いてあと男性３名、女性２

名の候補者がいます。なんとか頑張れば会長の予定の８人に達成できるんじゃないかなと、思っております。会員

維持なんですけど会員増強に目的を重視しすぎまして、会員維持と言うのが疎かになってるんじゃないかと思いま

して、今年度から会員維持の方も努力していきたいと思います。会員委員会の会員増強・維持・分類委員会委員長 東

学君、副委員長 磯崎貴史君、広報・雑誌委員会委員長 渡邊健樹君、副委員長 市川正孝君でございます。広報は大

澤さんからご紹介がございましたようにホームページが出来てございますので、それを活用して地域にアピールし

て会員増強にも繋げていきたいと思いますので、１年間頑張って参りますので宜しくお願い致します。 

 

堂前 慶之 クラブ奉仕委員会統括委員長 

今年度副会長並びにクラブ奉仕委員会の統括委員長を仰せつかりました、堂前です１年間宜しくお願い致します。

出席・プログラム委員会委員長 戸田裕士君、副委員長外谷正人君、親睦活動委員会委員長 内田智久君、副委員長

飯田歩君、クラブ会報委員会委員長 濵尾ゆかり君、副委員長 大澤守門君、スマイル委員会委員長 山田昌紀君、副

委員長 貝原剛規君と言う事で、非常にフレッシュなメンバーでの構成となっております。 

出席プログラム委員会につきましては特に近年問題になってます、出席率の向上というのがひとつ大きなテーマに

なっております。今年度の会長の方針でもあります、外部からのゲストスピーカーをお招きして例会内容を充実さ

せる事もありますし、また近隣クラブへのメークアップそして第三の選択として E クラブの活用を含めまして出席

率アップに向けて頑張っていきたいと思います。親睦活動につきましても、近年親睦活動の例会の出席率低下があ

りますので、それが参加しやすい形での例会、本日は納涼例会の案内ありましたけれども、是非とも多くの方々に

積極的にご参加頂けると思います。クラブ会報につきましては、対外的な広報に加えまして、本年度はホームペー

ジを活用すると言う事でございますので、このホームページをクラブ内でも有効活用して、クラブ活動の活性化に

繋げれる様にと言う事で、本日早速に委員会の方は動いてホームページはアップされておりますし、会員個々の皆

様には ID も配られておりますんで、有効に活用して下さればと言う風に思います。スマイル委員会も昨年度以上に

また皆様からスマイル頂ける様に頑張って頂きたいと思います。とにかく内部の充実と言うテーマもございますけ

れども、とにかく楽しく和気あいあいと若いフレッシュなメンバーで１年間頑張っていきたいと思いますのでどう

ぞ宜しくお願い致します。 

 



 

仲西 栄治 奉仕プロジェクト委員会統括委員長 

奉仕活動委員会統括委員長を仰せつかりました仲西でございます。 

最近は会長の後は奉仕活動委員会統括をやる事となっております。 

職業奉仕委員会委員長 貝原剛規君、副委員長 金城肇君です。社会奉仕委員会委員長 添田博允君、副委員長 萩原

鉄也君、青少年奉仕委員委員長 小山博正君、副委員長 猪熊正美君、国際奉仕委員会委員長 外谷正人君、副委員長

𡈽屋修君、ロータリー財団委員長 東井重和君、副委員長 濵尾ゆかり君、米山奨学委員会委員長 萩原庸嘉君、副委

員長細野圭司君、６つの委員会がございます。私としましてはそれぞれの委員会が存分に仕事ができる様に、そし

て今年は社会奉仕、芝桜の件もございますので、この委員会の中でのお互いの協力とかそういう話も出てこようか

と思います、実際奉仕につきましては委員会だけではなくて、たぶん会員の皆様全員参加ご協力を頂いて、内容あ

る物にしていきたいなと思ってます。会長は芝桜の他にロータリーがやるにふさわしい奉仕活動と言う事で意見を

求められておりますので、この辺も知恵を存分にだしてください、地域の人に簡単に言えば喜ばれる奉仕活動を出

来ればと思っております。１年間宜しくお願い致します。 

 

田中 徹幹事 

本日サウレさん来訪予定でしたが急遽予定がつかなくなってしまったので、奨学金の授与は７月２０日にお見えに

なると言う事で変更になりました。 

 

村上 一秋会長 

９月末まではクールビズと言う事でノーネクタイと言う事で宜しくお願い致します。 
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