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台湾交流記念野球大会 

8 月 21 日(日) 9:00～15:00 チャンピオンすずかわパ

ーク野球場で伊勢原市野球協会学童部 3・4 年生中心の

野球大会が開催されました。小学生 2 試合、イベント、 

その後 伊勢原 RC チーム 対 小学生チームの試合を行い、 

７対５で去年の屈辱を晴らしました。これからも伊勢原市台湾野球交流大会を継続していきたいと思います。 

 

 

 ガバナー事務所より 

① 2015-16 年度青少年交換留学生 帰国留学生報告会・解団式のご案内が配信されております。 

   日時：9 月 3 日(土) 13:00～   場所：アイクロス湘南      締切：8/29(月) 

  ➁ 地区大会 クラブ会員登録・家族登録のお願いが届いております。締切：9/8(木) 

 米山記念奨学会より  ハイライトよねやま 197 が配信されております。 

 伊勢原 RC スポーツ振興基金収支決算報告 

収入の部：金銭信託配当金 4,774 円 収入合計 4,774 円 

支出の部：公告費 官報等掲載料 41,104 円 雑費 振込手数料 4,708 円 信託報酬 47,247 円  

消費税 3,779 円 助成金 300,000 円 支出合計 396,833 円 

  正味信託財産増減の部：収支尻 -392,059 円 期初信託元本残高 9,485,003 円  

正味信託財産額 9,092,944 円 

  

スマイル報告 山田 昌紀 スマイル委員長  

8/31 第 2456 回 卓話：東 学君 

9/ 7 第 2457 回 ガバナー公式訪問 

9/14 第 2458 回 卓話：遠藤郷平君・内田智久君 

9/2１ 第 2459 回 卓話：千葉龍太氏(かながわ新聞社) 

長谷部俊夫様 

小西 英昭様 

柳川 正男様 

アクティブに改新的に活動されているクラブの皆様に感動しております。 

村上 一秋君 
長谷部様、小西様、柳川様ようこそお越し下さいました。伊勢原ロータリークラブを楽しんで

下さい。 

   〃 スカイさん We are willing to welcome you today !! 

         村上 一秋会長  
              

          手に手つないで 

四つのテスト(東 学会員) 
 

              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) 
 
            スカイ・アン・ランツさん 
          

 

                                           

 

 
     

 

 

  第 2455回 例会       

 

平成 28年 8月 24日(水)曇り 
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幹事報告 
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〜かｋ～ 

お客様 

青少年交換留学生    

ガバナー補佐訪問 



 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  外谷 正人 出席副委員長 

 

田中  徹君 
長谷部 AG、小西 G 幹事、柳川 G 会計 本日はよろしくお願いします。 

スカイ 1 年間よろしくネ！ 

井戸川秀治君 
第７G ガバナー補佐長谷部様、小西様、柳川様ようこそいらっしゃいました。よろしくご指導

下さい。 

堂前 慶之君 
第７G ガバナー補佐長谷部様、小西様、柳川様、本日はご指導下さい。スカイさんようこそ。 

Welcome！ 

多田 政弘君 長谷部ガバナー補佐、小西幹事、柳川会計 ご来訪ありがとうございます。 

荒巻 哲郎君 
長谷部ガバナー補佐 御指導よろしくお願い致します。たまにはマージャンも、忘れない内教

えて下さい。 

松下  孝君 長谷部 G 補佐、小西 G 幹事、柳川 G 会計 本日はよろしくお願い致します。 

   〃 Sky  Welcome fo Japan Isehara.  Have a nice life in Japan ! 

東井 重和君 
第７G ガバナー補佐長谷部様、幹事小西様、会計柳川様 ようこそいらっしゃいました。 

スカイさん 1 年よろしくお願いいたします。 

築城 忠生君 
娘が所属する中沢中学校の吹奏楽部が、地区大会、県大会を経て、東関東大会へ進みました。

バイオリンを大きくした様なコントラバスを担当して頑張っています。 

仲西 栄治君 
第７G ガバナー補佐長谷部様、幹事小西様、会計柳川様、本日はご指導よろしくお願い致しま

す。スカイさん早く日本の生活に馴染んで下さい。そして楽しんで下さい。 

小山 博正君 
第７G ガバナー補佐長谷部様、幹事小西様、会計柳川様、ようこそいらっしゃいました。 

スカイさん ようこそ。1 年間よろしく！ 

東   学君 

長谷部 AG、小西幹事、柳川会計 本日はよろしくお願い致します。先日学童部との野球大会

に参加させて頂きました。2 年連続で負けるのは悔しいので、ガチで勝負してきました。大人

げなく勝ってきました。すみません。 

外谷 正人君 
第７G ガバナー補佐、幹事、会計の皆様、伊勢原クラブへようこそお越し下さいました。色々

とご指導願います。スカイちゃん 1 年間ヨロシクネ！ 

大澤 守門君 長谷部ガバナー補佐、小西幹事、柳川会計 ようこそ伊勢原 RC へ。 

   〃 スカイちゃん ようこそ日本へ。そして伊勢原 RC へ。1 ヶ月の間、一緒に楽しみましょう！ 

田村 貴寿君 

第７G ガバナー補佐長谷部様、同幹事小西様、同会計柳川様 ようこそいらっしゃいました。 

スカイちゃん、私は 3 番目のホストファミリーです。娘がとても楽しみにしています。日本を

楽しんで下さい。 

山田 昌紀君 

ガバナー補佐長谷部様、幹事小西様、会計柳川様 ようこそいらっしゃいました。 

北海道から娘たちが帰ってきました。本場の海産物の美味しさを堪能してしまい、回転寿司で

は納得できないようで、大変困っています。 

会員誕生祝い 
築城 忠生君→誕生日を祝って頂きありがとうございます。最近すっかりグレーな頭になりま

した。 

奥様誕生祝い 
市川 正孝君→家内の誕生日祝ありがとうございます。今年は結婚 30 周年で、パール婚でし

たが、パールより少し輝いているものをプレゼントして、ご機嫌をとりました。 

入会祝い 野中 敏幸君→入会を祝って頂きありがとうございます。 

スマン 
飯田 隆三君→第７G ガバナー補佐長谷部様、同幹事小西様、同会計柳川様 当クラブに訪問

ご苦労様です。本日はよろしくお願い致します。13:30 に中途退席スマンです。 

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 
東井 重和君➡青少年交換委員会 

55 52 30 57.6 修正なし 

おめでとうございます 



 

 

松下  孝 会場監督 

本日から 10 月末までテーブルを干支席で行います。 

松下  孝野球同好会監督 

台湾報告 8/5～ 8/9  田中幹事・松下君・井戸川君・外谷君・金城君 

基隆東 RC・新竹市忠義小学校・台中 RC  2 クラブ 1 団体と交流 

実行委員会を立ち上げ、次年度台湾で試合が出来る様進めていきたい。 

飯田 隆三 会員 

「ラオスの山岳少数民族における教育の現状と課題」私たちにできる国際貢献のあり方 講演のご案内 

9/11(日) 13:30～ 伊勢原市文化会館 1 階 展示室  

講師：亀井 善太郎氏  主催：国際ソロプチミスト伊勢原  参加無料 

内田 智久 親睦委員会委員長 

 納涼例会収支報告 

 収支の部：会費 224,000 円  一般会計より 225,632 円  合計 449,632 円 

支出の部：水族館入館料 68,310 円 イル・キャンディ・ビーチェ 283,176 円 飲み物 14,664 円 

     お菓子 7,112 円 バス 72,450 円 タクシー代 1,820 円 クラブへのお土産 2,100 円 

      合計 449,632 円  以上の通りご報告致します。 

小山 博正 青少年奉仕委員会委員長 

台湾交流記念野球大会 

 8/21(日) チャンピオンすずかわパーク野球場で行われました。皆様お手伝いご協力ありがとうございました。 

 記念タオルを作りましたので、お持ち帰り下さい。 

 8/27(土) 18:00～ 鳥好 反省会・懇親会  

青少年交換留学生紹介  スカイ・アン・ランツ さん ワシントン州タコマ出身 

8/19(金)来日 8/29(月)より伊志田高校 1 年生として通う。毎月第 1 例会に出席予定。 

本日 8/24(水) 17:00～ 市役所食堂「しいの木」にて歓迎会を行いますのでご参加下さい。 

 

「はじめまして、皆さん私はスカイです。 

ロータリークラブの皆さんに会えて嬉しいです。よろしくお願いします。」 

 

タコマのロータリークラブからバナーを戴きました。 

スカイさんに 8 月分お小遣いが手渡されました。 

 

 

 

皆様こんにちは。 

 今年度第 7 グループガバナー補佐を務めます伊勢原中央ロータリークラブ在籍の長谷部です。

ロータリー在籍 39 年目になります。 

 まずは簡単に自己紹介を。私は不動産業を営んでいます。創立 47 年になりました。生まれは

山梨県甲府市、昭和 14 年に 3 男として生を受け、父が満州国の役人だったため家族で渡り、終

戦は満州で迎えました。母と私たち子供 5 人は収容場へ連れて行かれ、家の物全てを略奪され、

兄弟達も亡くなっていきました。日本に戻ってからは、高校を卒業後、東京でサラリーマンをして 29 歳のとき伊

勢原に。何の頼りもなく、何も知らない街で失業保険を元手に不動産業をはじめて今に至ります。不動産業を通じ

て少しは伊勢原の活性化の役に立てたかなと思っています。 

 さて 2016-17 年度、国際ロータリー会長 ジョン F・ジャーム氏の紹介です。アメリカ がテネシー州 チャタ

ヌーガ ロータリークラブ所属。空軍在籍後、現在はエンジニアリング・コンサルティング会社の CEO を務めてい

ます。今年の RI 会長のテーマ「人類に奉仕するロータリー」はまさしくロータリーの真髄です。最も大切な目標は

「奉仕」であり、また新たなパートナーシップを探し、門戸を開いて他団体と連携関係を結ぶ必要があるとも説い

ています。 

・ロータリアンの規模についての報告です。 

国と地域 219 カ国 1,235,100 人、クラブ数 35,247（アメリカ：7,673 クラブ・約 32 万 5 千人／日本：34

地区 2,269 クラブ・89,141 人／韓国：1,615 クラブ・6 万人）2016 年 4 月末現在 

・今年度の地区方針はポリオへの協力一人 40 ドル以上です。 

日本では現在ポリオの発病者はいません。ゲイツ財団は昨年武田薬品にポリオワクチンのために 40 億を出資しま

した。ゲイツ自身もロータリアンです。 

・財団 100 周年記念［一人千円を協力、プラス 250 円（財団学友）］ 

「ロータリーの夢を次の世代へ」をタイトルに財団 100 周年を祝います。 

・オンツー・アトランタ・100 年前の国際大会と同じアトランタで来年 6/10〜14 にアメリカジョージア州アト

ランタにて記念行事を含む国際大会を開催。私はオンツー・アトランタ委員でもあるので、ぜひ伊勢原クラブから

も沢山のご参加をお願いしたいと思っております。 

 

委員会報告 

2016-2017 年度 2780 地区 第 7 グループガバナー補佐 長谷部俊夫様 訪問  




