
 

 

 

国際ロータリー 第 2780地区       

伊勢原ロータリークラブ週報 
 

                            ＲＩ会長      ■ ジョン・F・ジャーム 
               地区ガバナー        ■ 佐野 英之（秦野 RC） 

              会 長       ■ 村上 一秋 

              幹 事       ■ 田中  徹 

              会報委員長     ■ 濵尾ゆかり 
               例会日   毎週水曜日  12：30～13：３0 （12:00 より食事）                   

例会場  伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246 

                                                                          ☎0463-96-3711 

                事務局   〠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  mail：rc1isehara@gmail.com  

 

 

 

 

 

                    
 

表敬訪問   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

幹事報告                                

 

○ガバナー事務所より 

地区大会記念親睦ゴルフコンペのご案内 

開催日時  平成 28 年 9 月 26 日(月)8 時 00 分スタート（受付 7：00～9：00） 

場   所  レイクウッドゴルフクラブ(東コース・西コース) 

プレー費   16,320円（税込・昼食別） ＊ 各自清算となります。パーティー開始時までにご精算ください。 

参 加 費    5,000円         ＊ 当日 大会受付にて各自お支払いください。 

○熊本西 RC よりお礼のお手紙が届いております。 

○伊勢原中央 RC より例会変更のお知らせ 

7 月 25 日(月) → 夜間例会 (点鐘 18：00)  舌喰うまい処「じゃこ屋 勝一」 

○平塚南 RC より例会変更のお知らせが届いております。 

  7 月 29 日(金)  → 夜間例会     

8 月 12 日(金)  → 休会  

8 月 26 日(金)  → 夜間例会(花火見学会) 時間：18:30 点鐘 場所：平塚プレジール 6F 大山 

 

スマイル報告  築城 忠生 スマイル委員長代理  

7/27 第 2451 回 納涼例会 

8/ 3 第 2452 回 スポーツ振興基金贈呈式 

8/10 第 2453 回 夜間例会 

8/17 第 2454 回 夏季特別休会 

長谷部俊夫様 

小西 英昭様 

柳川 正男様 

この 1 年改めてロータリーの事、様々な事を皆様と共に友情を持って勉強してゆきたいと思い

ます。ご指導よろしくお願い致します。 

望月 繁三様 

玉木  茂様 
本日はよろしくお願い致します。また地区大会もよろしくお願いします。 

今後の予定 
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  第 2450 回 例会       

 

平成 28 年 7 月 20 日(水)曇り 
 

 
    

          堂前 慶之副会長  
              

我らの生業 
          四つのテスト(井戸川秀治会長エレクト)  

            

井戸川秀治会長エレクト 
       

第 7G AG 長谷部俊夫様(伊勢原中央 RC) 

第 7G 幹事 小西 英昭様(伊勢原中央 RC)      

        第 7G 会計 柳川 正男様(伊勢原中央 RC) 

       秦野 RC会長  望月  繁三様 

            秦野 RC幹事 玉木    茂様 

      伊勢原中央 RC 会長 草川    徹様 

      伊勢原中央 RC 幹事 熊澤  美徳様 

      伊勢原平成 RC 会長 小山 輝彦様 

      伊勢原平成 RC 幹事 野崎 岳彦様 

みやのまえ整骨医院医院長 橋本 正浩様 
 
          

 

                                           

 

 
     

 

点 鐘   

ロータリーソング     

司会・進行   

お客様 



 

草川  徹様 

熊澤 美徳様 
本年はよろしくお願い致します。 

小山 輝彦様 
今年度 1 年よろしくお願いします。特に 10 月の道灌まつり、新年会は当クラブが幹事クラブ

となりますので、ご協力よろしくお願いします。 

野崎 岳彦様 今年度伊勢原平成 RC 幹事の野崎です。不慣れな幹事ですが、よろしくご指導お願いします。 

田中  徹君 

長谷部 AG・小西幹事・柳川会計・秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の会長・幹事

の皆さん、本日は有難うございます。よろしくお願いします。橋本さんようこそいらっしゃい

ました。 

遠藤 郷平君 
長谷部ガバナー補佐はじめ秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆さんようこそおい

で下さいました。今年 1 年間よろしくお願いします。 

荒巻 哲朗君 
長谷部ガバナー補佐・小西幹事・柳川会計・秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆

様ようこそおいで下さいました。よろしくお願い致します。 

飯田 隆三君 
長谷部ガバナー補佐・秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC 各会長・幹事様ようこそお

いで頂きました。ご活躍を御祈念しております。 

飯田 隆三君 
この度、土地家屋調査士の事務所を個人から法人にする事が出来ました。飯田・筒井土地家屋

調査士法人です。後継者も出来ましたので、これからもよろしくお願い致します。 

萩原 庸嘉君 

7/16 江の島クリーンキャンペーン、7 名の参加を頂きました。地区でも、米山学友に力を入

れているクラブとして認識されています。11 月頃国際交流会への参加またよろしくお願い致

します。 

小泉隆一郎君 歓迎いたします。クラブ協議会よろしくお願い致します。 

井戸川秀治君 

長谷部ガバナー補佐・小西幹事・柳川会計・秦野 RC 望月会長・玉木幹事・伊勢原中央 RC 草

川会長・熊澤幹事・伊勢原平成 RC 小山会長・野崎幹事ようこそいらっしゃいました。歓迎致

します。サウレ元気？橋本さんようこそいらっしゃいました。入会をお待ちしております。 

堂前 慶之君 

第 2780 地区第７グループガバナー補佐長谷部様・幹事小西様・会計柳川様・秦野 RC 会長

望月様・幹事玉木様・伊勢原中央 RC 会長草川様・幹事熊澤様・伊勢原平成 RC 会長小山様・

幹事野崎様ようこそおいで下さいました。橋本様歓迎申し上げます。 

東井 重和君 
長谷部ガバナー補佐・小西幹事・柳川会計・秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆

様ようこそおいで下さいました。よろしくお願い致します。 

仲西 栄治君 ガバナー補佐 他多数のご来訪ありがとうございます。1 年間よろしくお願いします。 

東   学君 
お客様ようこそ伊勢原ロータリークラブへ。橋本さんようこそ例会へ。一緒に活動出来ますよ

うよろしくお願いします。 

東   学君 

7/16 萩原米山委員長・田中幹事・井戸川エレクト・松下さん・鈴木さん・濵尾さん 7 名で米

山クリーンキャンペーンに参加して参りました。清掃するにはちょうどいい天気でした。みん

なで少しづつスマイルします。 

旗川 英昭君 いよいよ夏本番です。果樹園も来週にはスタートです！ 

外谷 正人君 

長谷部ガバナー補佐はじめ秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆様、ようこそお越

し下さいました。橋本さんロータリーの面白さを味わって行って下さい。それとゴルフも教え

て下さい。 

貝原 剛規君 
橋本先生、ようこそ例会へお越し下さいました。またゴルフご一緒して下さい。ロータリーへ

の入会も期待しています。 

濵尾ゆかり君 
長谷部ガバナー補佐はじめ秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆様、ようこそお越

し下さいました。橋本さん、皆様よろしくお願いします。 

田村 貴寿君 
長谷部ガバナー補佐・秦野 RC・伊勢原中央 RC・伊勢原平成 RC の皆様ようこそ。1 年間よ

ろしくお願い致します。 

会員誕生祝い 
大谷  聰君➡祝って頂きありがとうございます。間もなく八十路の坂道三合目に到着。マイ

ペースで登頂を目指しています。 

奥様誕生祝い 山口 知英君➡カミさんの誕生祝ありがとうございます。年齢は内緒です。 

入会祝い 

佐伯 崇興君➡入会を祝って頂きありがとうございます。４７年お世話になるばかりです。 

仲西 栄治君➡入会祝いありがとうございま～す。 

貝原 剛規君➡ロータリアン 3 年生になりました。息子も小学 3 年生。一緒に成長していき

ます。すみません今日はオペの為、早退します。 

スマン 村上 一秋君➡所用があり熊本へ帰省中です。スマンです。 



 

  

   

 

 

 

 

 

出席報告  外谷 正人 出席副委員長 

 

サウレさんに 6 月分の奨学金が手渡されました。 

スペイン国際学会に参加してきました！ 

国際水素エネルギー協会の学会でした。発表も学会もバッチリで、皆さんに興味を持って頂きました。

多くの方と、多くの言語を使い話をする中で、世界は一つだと感じました。これからも頑張っていきた

いと思いますこの素晴らしい経験は皆さんのおかげです。ありがとうございました。          

 

お客様ご挨拶 

第７グループガバナー補佐 長谷部 俊夫様 (伊勢原中央 RC) 

伊勢原クラブは 1969 年創立ですね。アポロ 11 号で人類初の有人月面着陸を成功させました。箱根

彫刻の森美術館の開館。日本が GNP(国民総生産)西ドイツを抜いて世界第２位になった年でした。様々

なことが、経済が文化が情報が、仕事の形まで変えてきた時代でした。チャーターメンバーには私の最

も尊敬するパストガバナー濱田さん、野中さん、吉川昌男さん、佐伯さん、西部さん、パスト補佐吉川芳郎さんが

いらっしゃいます。もう半世紀近いですね。又、パスト補佐遠藤さん，又この地区一番のリーダー松下さん、萩原

さん中核となる皆さん、又、若い知恵のある意欲のある大勢の会員の皆様がいらっしゃいます。今年の RI 会長ノテ

ーマは「人類に奉仕するロータリー」です。今年度は伊勢原クラブ会長村山さん、幹事田中さん、会員の皆様、引

き続きご指導よろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

秦野ロータリークラブ会長 望月 繁三様 

今年度秦野 RC から佐野ガバナーが輩出され、秦野で初めて地区大会が行われます。皆様ご協力お願い

致します。 

伊勢原中央ロータリークラブ会長 草川 徹様 

我がクラブは 14 名という存亡の危機にございます。私の力の限り会員を守ろうとやっております。何

かとご援助お願い致します。 

伊勢原平成ロータリークラブ会長 小山 輝彦様 

今年度は道灌まつり・新年会の幹事クラブでございます。今年度は道灌まつりの時にロータリーデーも

加わり、薬物乱用撲滅キャンペーン＋公共イメージ向上に努める様なプロジェクトを実施したいと思っ

ております。ご協力お願い致します。 

 

委員会報告 

内田 智久 親睦委員長 

7 月 27(水)納涼例会ふるってご参加下さい。 

東   学 会員増強・維持・分類委員長 

会員候補者 加藤 かつら様 (株)レナッテク代表取締役   紹介者 金城 肇君・田中 徹君 

光触媒を利用した除菌・脱臭の仕事。   8 月の理事会で推薦状を提出する方向で進めています。 

大澤 守門 クラブ会報副委員長 

今週の WEB 更新報告 

◎TOP ページと中面の NEWS へ「ミランダ親善訪問結団式へ参加」を追加しました。 

◎第 2449 回例会の週報 PDF を追加しました。 

例会参加システムへのご協力を引き続きお願いします。 

 

クラブ協議会 

2016 規定審議会   小泉 隆一郎理事 

【RI 採択における伊勢原 RC の賛成条項】 

16－01 クラブ理事会の議事録を 60 日以内に全会員に開示しなければならない。（クラブ定款第 6 条第 3 節改

正） 

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 
仲西 栄治君➡地区 R 財団セミナー 
東井 重和君➡地区 R 財団セミナー 
萩原 庸嘉君➡米山クリーンキャンペーン 

田中君・松下君・井戸川君・鈴木君・
東君・濵尾君 

55 52 35 67.30 修正なし 

おめでとうございます いらっしゃいませ 



16－02 クラブ会計を理事会メンバーとする。（クラブ定款第 10 条第 4 節改正） 

16－05 CLP に基づく 5 つの常任委員会（クラブ管理運営、会員増強、広報、ロータリー財団、奉仕プロジェ

クト、追加の委員会） 

の設置が望ましい。（クラブ定款第 10 条第 7 節新設） 

16－30 直接あるいはオンラインの両方による例会出席を認めるよう、出席規定を改正する。（クラブ定款第 6

条第 1 節改正）  

16－40 ローターアクターとロータリー財団学友が正会員となることを認める件 

    （RI 定款第 5 条第 2 節、RI 細則第 4 条 4.040、クラブ定款第 7 条第 6 節、第 8 条第 2 節改正） 

16－51 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定の変更の件 

    （RI 細則第４条 4.030 改正、クラブ定款第７条（a）(b)削除） 

 

【RI 採択における伊勢原 RC の反対条項】 

16－07  クラブ会員の入会金を廃止する。 

    （RI 細則第 4 条 4.050 およびクラブ定款第 7 条第 7 節、第 11 条、第 12 条第 2 節、第 15 条改正） 

     主な理由）当クラブの考えとして、入会金は RC 概念としての公共への奉仕事業の貴重な財源となるた

め継続したいため 

 

16－26 例会取消の規定を改正する件（クラブ定款第 6 条第 1 節改正） 

     主な理由）当クラブの考えとして、他クラブがこの規定を取り入れた場合、 

MAKE UP ができないことが想定されるため、出欠率にも影響が出るため 

 

16－99 人頭分担金を増額する件（RI 細則第 17 条 17.030.改正） 

     主な理由）RI の分担金に関する増額の論拠やエビデンスの提示がないため 

 

 

 

 

米山学友会主催 「クリーンキャンペーン」 7 月 16 日(土) 片瀬海岸東浜 海岸清掃 

 

参加者：萩原庸嘉君・田中徹君・松下孝君・井戸川秀治君・鈴木克一君・東学君・濵尾ゆかり君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんお疲れ様でした！ 

 


