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会長挨拶 
 

48 年前の創立以来、青少年の育成コミットメントを 

スローガンとして活動してきました。そういう面で言うと 

皆様と立場を共有しているのではないかと思います。 

 

 

8/10 第 2453 回 夜間例会 

8/17 第 2454 回 夏季特別休会 

8/24 第 2455 回 ガバナー補佐訪問 

8/31 第 2456 回 卓話：東 学君 

9/ 7 第 2457 回 ガバナー公式訪問 

今後の予定 
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  第 2452 回 例会       

 

平成 28 年 8 月 3 日(水)曇り 
 

 
    

         村上 一秋会長  
              

君が代・奉仕の理想 
          四つのテスト(堂前 慶之副会長)  

            

堂前 慶之副会長 
   

 
 
          

 

                                           

 

 
     

 

点 鐘   

ロータリーソング     

司会・進行   

スポーツ振興基金贈呈式 
 

受賞者の皆様              運営委員・ボーイスカウト・ガールスカウトの皆様 
団体 伊勢原スポーツ少年団本部長      松藤 保男様   伊勢原市教育委員会教育長        鈴木 教之様 
   伊勢原市バスケットボール協会    釜野  勲様   伊勢原市体育協会会長          田中   昇様 

     伊勢原市少林寺拳法協会       河本  章様   ボーイスカウト伊勢原育成会      今井 洋一様 

     伊勢原市スポーツ推進委員協議会  田代 典子様   ガールスカウト神奈川連盟第 33 団  清水   香様 

     伊勢原市スポーツ推進委員協議会  城所 重夫様 

                     



 

 会長報告 

 

 入会候補者 加藤 かつら様 (株)レナッテク代表取締役 理事会で承認されましたので推薦状回覧致します。 

期間を経て異議申し立てがない場合は、9 月 7 日(水)ガバナー公式訪問日 入会式を行います。 

 8 月 24 日(水) ガバナー補佐訪問 

 9 月 ７日(水) ガバナー公式訪問  

11:00～理事がお迎えし 通常例会後～15:00 統括委員長・理事による懇談会  

 

幹事報告 

 

◎RI 日本事務局より 

①RI 人頭分担金・RI 比例人頭分担金クラブ請求書が届いております。 納入総額 1,670.86 USD 

 ➁8 月のロータリーレートが配信されております。 1 ドル＝102 円 

◎ガバナー事務所より 

 ①2017-18 年度のロータリー奨学生の募集が配信されております。  

1. 募集案内、応募要項 

2. グローバル補助金によるロータリー奨学生の申請書 

3. 地区補助金による地区ロータリー財団奨学生の申請書 

4. 奨学生募集のパンフレットの片面ずつ 

クラブでの締め切りは    2016 年 10 月 10 日（月）  

地区への締め切りは      2016 年 10 月 20 日（木） 

語学試験と面接は        2016 年 11 月  5 日（土） 

候補者・補欠候補者のオリエンテーションは      2016 年 11 月 13 日（日） 

 ➁2019 年規定審議会代表議員選出の件・代表議員候補者提案に関する告知が届いております。 

 ③ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム開催のご案内が配信されております。 

  日時     2016 年 11 月 27(日)13:00 登録開始    13:30 シンポジウム開始 

    会場     ＪＰタワーホール＆カンファレンス 

登録料   ロータリアン・財団学友：10,000 円   

米山奨学生、米山学友、IA、RA RYLA、ご家族：3,000 円 

登録申込 2016 年９月３０日（金） 

④地区米山奨学生セミナー＆カウンセラー研修会開催のご案内が配信されております。 

日時  2016 年 8 月 27(土)14:00～17:00   場所 アイクロス湘南 6 階「会議室」 

出席者を 8/10 迄にガバナー事務所宛連絡 

◎第 7 グループガバナー補佐より 青少年交換学生分担金のお願いが届いております。 

 @2,000×会員数(7/1 現在) 上期分として  振り込み期日 8/20 迄 

◎例会変更のお知らせ 

  秦野 RC 

8 月 16 日(火) → 休会(お盆休み) 

8 月 23 日(火) → 夜間納涼例会   点鐘 18:00 於：石庄庵 

8 月 30 日(火) → 定款による休会 

伊勢原平成 RC 

８月２３日(火) → ８月１９日(金)  夏の家族親睦会『木更津すだて漁体験ツアー』 

８月３０日(火) → 移動夜間例会   『 料亭こみや 』 18:30 点鐘 

◎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催し物部会開催のお知らせが届いております。 

日時 2016 年 8 月 16(火)13:30～   場所 伊勢原市民文化会館 1 階リハーサル室 

欠席の場合 8/9(火)迄に連絡 

第 49 回伊勢原観光道灌まつり第 2 回実行委員会の開催のお知らせが届いております。 

日時 2016 年 8 月 22 月 13:30～   場所 伊勢原市農協同組合 本所 3 階 大会議室 

◎大山阿夫利神社より 例大祭のお知らせが届いております。 

日時 2016 年 8 月 28(日)10:30～   返信 8/20 迄 

◎タウンニュースより 伊勢原版 7/29 号が届いております。 

 

スマイル報告 山田 昌紀 スマイル委員長  

村上 一秋君 
スポーツ振興基金受賞者の皆様、鈴木教育長様、体育協会 田中会長様、ようこそおいで下さ

いました。 

田中  徹君 
スポーツ振興基金受賞者の皆様、ボーイスカウト・ガールスカウトの皆さんおめでとうござい

ます。鈴木教育著、田中体育協会会長、本日はよろしくお願い致します。 



 

 

  

   

 

 

 

 

出席報告  外谷 正人 出席副委員長 

 

サウレさんに 8 月分の奨学金が手渡されました。 

伊勢原ロータリークラブのおかげでスペイン国際学会に参加して参りました。 

非常に良い経験になりました。たくさんの研究者・科学者と出会いこれからの研究についても色々なア

ドバイスをもらいました。私の研究テーマは水素エネルギーです。 

日本も水素社会に注目され東京オリンピックまで水素社会のモデルを作りたいと考えられています。 

水素社会の可能性がカザフスタンではどうかな？と今研究を続けております。 

来年カザフスタンの首都アスタナで万博が行われます。テーマは未来のエネルギーです。 

今でもカザフスタンではグリーンエネルギーがテーマになっておりますので、ある日私の研究も役に立つのではな

いかと期待しております。研究を続けていく上で伊勢原ロータリーの応援サポートは私にとって非常に大事です。

これからも宜しくお願い致します。 

 

委員会報告 

内田 智久 親睦委員長 

7 月 27(水)納涼例会  ご家族含め 38 名 無事行って参りました。 

大澤 守門 クラブ会報副委員長 

今週の WEB 更新報告 

堂前 慶之君 
スポーツ振興基金受賞者の皆様、本日はおめでとうございます。鈴木教育長、田中会長、本日

はよろしくお願い致します。 

大谷  聰君 
納涼例会、私の誕生応当日でした。皆様より 7 月 2 回目の「ハッピーバースデー」をプレゼ

ントいただき、大変にハッピーな１日でした。 

松下  孝君 
鈴木教育長、田中会長、並びにスポーツ振興基金受賞者の皆様、BS、GS の指導者の方々、日

ごろのご活躍ご苦労様です。 

   〃 
今週末より少年野球のチーム選定で台湾へ行ってまいります。台北２チームと台中 1 チームが

候補に上がっています。出来れば向こうのロータリーが絡んで頂ければと期待しています。 

東井 重和君 多くのお客様においで頂きありがとうございます。 

外谷 正人君 
本日は大勢の皆様お越し頂きましてありがとうございます。今日は楽しんで行って下さい。明

後日から台湾へ野球チームを探しに行って来ますので、皆様期待していて下さい。 

濵尾ゆかり君 
本日は大勢のお客様お越し頂き有難うございます。納涼例会お疲れ様でした。とても楽しかっ

たですね！地区大会のお手伝いお声かけさせて頂きます。是非ともお引き受け下さいませ。 

田村 貴寿君 
鈴木教育長様、体育協会 田中会長様、ポーツ振興基金受賞者の皆様、ボーイスカウト・ガー

ルスカウトの皆様ようこそおいで下さいました。 

山田 昌紀君 

鈴木教育長、田中体協会長をはじめ多くのお客様の皆様、伊勢原ロータリーにようこそいらっ

しゃいました。妻と娘２人が 1 週間の里帰りから明日戻ります。娘達に会えるのが楽しみです。

あと、妻も… 

会員誕生祝い 

田中  徹君➡誕生日を祝って頂き有難うございます。還暦に一つ加えて 61 才になってし

まいました。健康には気を付けようと思います。 

内田 智久君➡本日は大勢のお客様ようこそいらっしゃいませ！お客様の前でお誕生日を祝

って頂きありがとうございます！ 

仙波 史生君➡本日は妻と私の誕生日を祝って頂きありがとうございます。先日 30 日に、

親戚を集め披露宴らしきものを開催した新婚ですが、これからもよろしくお願

いします。 

創立祝い 
大澤 守門君➡お祝いいただきありがとうございます。前代表より引き継いで５年、創立 34

年目を迎えました。これからも精一杯頑張ります. 

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 
吉川 昌男君➡相模原南 RC 
井戸川秀治君➡伊勢原平成 RC 
小泉隆一郎君➡職業奉仕委員会 

東   学君➡クラブ管理運営委員

会 

55 52 30 57.69 修正なし 

おめでとうございます 



◎TOP ページ 納涼例会の様子 

◎第 2450 回例会・第 2451 回例会の週報 PDF を追加しました。 

例会参加システムに関しましては、個別にお声掛けさせて頂き進めていきます。 

仲西 栄治 奉仕プロジェクト委員会 統括委員長 

◎青少年奉仕委員会 日時：8 月 21 日(日) 9:00～15:00  場所：鈴川公園野球場グランド 

伊勢原市野球協会学童部 4 年生野球大会開催。4 年生選抜チーム 対 伊勢原 RC も行う。 

会員 8:00 集合 お手伝いお願い致します。 

 ◎青少年交換留学生  スカイさん 8月19日(金) 4:45 羽田到着 会長・幹事はじめホストファミリーお迎え。 

  ホストファミリー: 8/21～大澤家 9 月末～外谷家 12 月末～田村家      8/24(水)例会訪問 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 

第 1 回村上・田中年度ゴルフコンペ開催のお知らせ 

日時：平成 28 年 9 月 8 日(木) 7:45 頃までに集合   

場所：厚木国際 CC 東 out 8:22 スタート → 西 out キャディ付  皆様ご参加下さい。 

濵尾ゆかり 地区大会実行委員会委員 

10 月 15 日(土)・16 日(日) 地区大会開催 16 日本大会でのお手伝いを当クラブより 10 名選出 

お声掛け致しますので、ご協力お願い致します。 

松下  孝 会場監督 

8 月 24 日(水)より 3 ヶ月間 テーブルを干支席で行います。 

 

 
 

萩原 庸嘉 公益信託伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金運営員長 

本日は、伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金 第４９回授与式開催にあたり、運営委員として、

鈴木教之伊勢原市教育長並びに田中昇伊勢原市体育協会会長のご臨席を頂きまして、このように盛大

に開催出来ました事に御礼申し上げます。今回は、１団体４個人の表彰となります。団体表彰伊勢原

市スポーツ少年団 本部長松藤保男様 受賞内容：昭和 61 年よりスポーツ活動を通し少年少女の 健全な育成に

多大な貢献をされていらっしゃいます。それは当伊勢原ロータリークラブスポーツ振興金の設立目的に合致すると

ころでもあります。本年度、創立 30 周年を迎えられ 今までの業績に敬意を表すと共に、今後さらなる貴協会のご

尽力、ご発展にご期待いたしまして、規定によりここに表彰し 奨励金を贈呈いたします。個人表彰釜野勲様 受賞

内容：昭和 60 年より成瀬ミニバスケット教室で 30 年以上にわたり指導に励み 伊勢原市のミニバスケットボー

ルの普及発展に多大なる貢献をされておられます。これらの業績に敬意を表すと共に今後ますますのご活躍を祈念

いたしまして、伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金の規定によりここに表彰いたします 個人表彰河本章様 

受賞内容；平成 3 年設立以来 少林寺拳法の普及を通して青少年の健全育成に尽力され 「自分の可能性を信じる

こと」「相手の幸福が自分の幸福になること」を信条に教え、これまでに数百名の青少年を社会に送り出しています。

これらの業績に敬意を表すと共に今後ますますのご活躍を祈念いたしまして、伊勢原ロータリークラブスポーツ振

興基金の規定によりここに表彰いたします。個人表彰 田代典子様 受賞内容：平成 16 年度より伊勢原市スポー

ツ推進委員として、就任され現在も常任委員として活躍されていらっしゃいます。同じくスポーツ推進委員城所重

夫様 受賞内容：６期 12 年の長期にわたり活躍されていらっしゃいます。以上の皆様おめでとうございます。 

此処で少し伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金の設立につきまして、お話いたします。昭和５４年に設立。

当時は 1000 万円を積み立て公益信託として運営を開始しました。設立の趣旨は、【食生活水準の向上に伴い 青

少年の体は著しく向上していて、小中高に於いては体育の授業や、スポーツクラブ活動で体力の養成に機会を提供

しているが、社会人となると、自らスポーツする機会を失い、観戦型に転じてしまうのが実状である。そこで社会

人のスポーツ活動を奨励・振興しそれにより、市民の心身の育成に資する為、この基金を設定する。】少し時代を感

じる言い回しですが、当時 (約 40 年前)はまだ、モーレツ社員の言葉が残っていた時代です。カラーテレビになり、

一家族で複数の車をもち、クーラーが各家庭に普及し始めた時代です。伊勢原ロータリークラブ創立 10 周年記念

事業の一つとして立ちあげ、伊勢原中央ロータリークラブの設立と一緒に記念事業として記録に残っています。設

立時運営委員は、飯塚医院飯塚清先代医院長・石井平県議・先々代加藤宗兵衛伊勢原クラブ初代会長・現役最古参

会員でいらっしゃいます濱田勝彌 PG・山口有也元市議会議長・山口和夫様・熊谷由美子様と言った錚々たるメン

バーでした。そして約 20 年前伊勢原クラブ創立 30 周年記念事業として、積立金 2000 万円を目標に活動しまし

た。当時例会で報告していました録音がありましたので、少し流します・・・・・このスピーチで判ったことは、

前後期各 1 万円。年間 2 万円をお願いしまして約 10 年間で目標を達成したそうです。20 年間は、運用益（100

万円/1 年間)がありまして、それを使って、表彰していた基金も、低金利時代、運用益も出なくなり、ここ 15 年

間は、元本を削っての運用となっております。今までに、各団体個人に助成しました額は 2100 万円を超え 180

の団体個人を表彰してきました。時代は、急速に変化しております。公益信託のこの基金は、設立目的を変更し、

ファジーな観点からの運用は出来ません、運営委員一同、クラブ会員皆さんからのアドバイスを受けまして、今後

スポーツ振興基金贈呈式 



の伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金を、時代に即した形で、運用して行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

団体 伊勢原市スポーツ少年団     釜野勲様            河本章様           田代典子様          城所重夫様 

    本部長 松藤保男様 

 

代表 釜野 勲様 ご挨拶 

この度は、栄えある受賞に当たり大変光栄に思っております。 

またこの様な食事会を催して頂き大変心から感謝しております。 

私は今現在小学校 6 年生までの子供を担当しております。 

去年、成瀬ミニバスケット 40 周年記念を迎えました。私は 35 年間おりまして、その間に卒業

されたお子さんが 780 名程です。現在は 50 歳ぐらいになっているのではないでしょうか。為

現在は 2 代目、３代目のお子さんが来ております。 

この様な感じで成瀬は続いております。小学校 1 年生から 6 年生の間約チームで 25 名～30 名おります。その数

を揃えるのが私達の役目で試合を為には小学校の場合 10 名必要なんです。男女 20 名、ケガ也を含めると 25 名

程必要になってきます。 

1 番いい事は、子供は教えたことに正直です、それしかできません。一生懸命頑張ってくれて中学校・高校で活躍

してくれております。中学校では今回県で初めて成瀬が優勝したと小学校ではありませんが、私達の中学生になっ

た教え子が県で優勝したと言う様な事がありました。この様な事があったので私は受賞されたのかなと、それと同

時に先日 7 月に大山大会を開いております。これが 25 周年になります。何故開いたかと言うと伊勢原にはチーム

が少ないです。その為試合数が少ないのでよそからチームを集めて開催しております。 

これからも微力でありますが伊勢原子供達の為に頑張って行きたいと思いますので、今後宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボーイスカウト伊勢原育成会                   ガールスカウト神奈川連盟第 33 団   

今井洋一様                               清水香様 

 

ボーイスカウト伊勢原育成会       今井 洋一様 

来年度より湘北地区・江南地区・小田原地区が統合され、西湘地区になります。 

秦野厚木はスカウトに苦労しておりますが、伊勢原は皆様の援助金を戴きまして活動し何とか維持し

ております。西湘地区に行ってもそれなりの活動ができるんじゃないかと思います。これを有効に使

わせて頂きます。 

ガールスカウト神奈川連盟第 33 団  清水   香様 

いつも助成金有難うございます。昨年頂戴致しました助成金をもとに楽器を購入させて頂きました、昨年 10 月

道灌祭りで初めて鼓笛でパレードに参加させて頂きまして、これがきっかけで色んな所からお声をかけて頂いて

スカウトの活動場所が増えてきております。 

皆様には毎年この様な大切な助成金を戴いており感謝申し上げます。今後共どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

伊勢原市教育委員会教育長   鈴木 教之様 

いつもお世話になっております。ロータリーさんは歴史もございますし、一貫してスポーツ、

青少年健全育成にご尽力頂いております。 

おかげさまで市内各分野で子供たちも含め、そこそこスポーツ趣旨出来てきたかなと、感じて

おります。皆様のご尽力に改めて感謝を申し上げたいと思います。 

この 8 月、山王中出身の塩浦慎理選手は準決勝まで固いかなと、上手ければ決勝と言う事で

比々多地区の自治会長のご協力を得まして、パブリックビューイングを準備させて頂いております。 

体作りは人材育成の基本であります、引き続き皆様のお力添えを頂ければと思います。 

ボーイスカウト・ガールスカウト助成金贈呈式 



 

 


