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渋田川芝桜花咲プロジェクト 

 予算概ね確定。 

10 月下旬 防草シート施設工事着工 
11月 ボランティアを募り作業を行う 

4 月 イベントを行う予定 

ふれあい授業 

 11 月 18 日(金) 伊勢原中学校 i 

詳しくは 11/2 理事会で決定 

第 1 回炉辺会合 

 11 月 14 日(月)～19(土)  鳥好 

第 21 回神奈川県ロータリークラブ親睦野球大 

10 月 27 日(木) 場所：玉川球場 

熊本西ロータリークラブ 会長来訪 10/26(水)例会 

 木村 秀崇 会長・木村 えり子 会長夫人・大矢野 種康 会長エレクト 3 名 

新会員推薦状回覧 

株式会社 鈴木油脂 代表取締役 鈴木 康弘様 (48 歳)  推薦者：飯田 隆三君・田村 貴寿君 

 

 

 ガバナー事務所より 

 ローターアクト第 28 回地区年次大会のご案内が配信されております。 

日時：11 月 27 日(日) 13:30 受付開始 14:00 開会式 

場所：サン・エールさがみはら 第一研究室 

登録料：ロータリアン 6,000 円   ローターアクト、OB・OG 4,000 円 

         ビジター、新世代プログラム 1,000 円 

登録・振込締切：11/4(金)  

 第 13 回ふじさわ国際交流フェティバルのご案内(来日学生宛)が配信されております。 

     日時：10 月 30 日(日) 10:00  場所：JR 東海道線 藤沢駅改札前  返信；10/22(土)迄 

 第 1 回地区補助金説明会 開催のご案内が配信されております。 

     日時：10 月 29 日(土) 14:00～16:00  場所：第一相澤ビル 6 階「会議室」 返信：10/24(月)迄 

 公共イメージ委員より 

公式な場にも着ていける「END POLIO NOW シャツ期間限定受付のお知らせが配信されております。 

 (ア)2019～2020 年度ガバナーノミニー選出の件 

(イ)2019～2020 年度ガバナーノミニー候補者提案に関する告知 

(ウ)2015～2016 年度地区資金会計監査報告の件 

(エ)地区資金会計報告              (ア)～(エ)が届いております。 

 秦野 RC より 訃報のお知らせが届いております。  

高橋滋樹会員のご母堂 高橋ユミ様(享年 76 歳)が 10 月 8 日にご逝去されました。 

10/15.16 第2463回 地区大会 

10/19 第2463回 地区大会振替休会 

10/26 第2464回 卓話：堂前慶之君 

11/ 2 第2465回 卓話：飯田隆三君・東井重和君 

11/ 9 第2466回 卓話：ゲスト 丹治雄一氏 

今後の予定 

 

 

 

 

 

会長報告 

幹事報告 

米山奨学生  ジョルダヤコヴァ・サウレさん 

         村上 一秋会長  
              

          君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(田村貴寿会員) 
 

               
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

 

  第 2462 回 例会       

 

平成 28年 10月 12 日(水)晴れ  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     

２０１６ 

 

２０１７ 

司会・進行   

〜かｋ～ 

お客様  足立 兵一様 (伊勢原平成 RC) 
(地区米山奨学・米山学友委員会委員) 

 

井戸川秀治会長エレクト 



 平塚南 RC より 例会変更のお知らせが届いております。 

   10 月 21 日(金)夜間例会   通常例会 12:30 点鐘  10 月 28 日(金)通常例会   夜間例会 18:00 点鐘 

 社会福祉法人神奈川県共同募金会伊勢原市支会より「赤い羽根募金運動」ご協力のお願いが届いております。 

 高雄東南ロータリークラブより 37 周年のご案内が届いております。 

 

スマイル報告 貝原 剛規 スマイル副委員長  

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 外谷 正人 出席副委員長 

 

 

東 学 地区クラブ管理運営委員会委員 

新会員の集い 

9 月 28 日(水) 第 7 グループ新会員の集いが開催： 当クラブから 新会員対象者 11 名 他 8 名 計 19 名出席 

次回開催予定： 平成 29 年 2 月 28 日  場所：秦野 

第 2780 地区新会員の集い： 来年 5 月・6 月頃予定  場所：藤沢 

村上 一秋君 足立さん ようこそおいで下さいました。サウレさん卓話頑張って下さい。 

井戸川秀治君 足立さん いらっしゃいませ。 

松下  孝君 
地区米山委員会 足立様ご苦労様です。サウレ 本日は卓話よろしくお願いします。 

Keep up the good work.   

小泉隆一郎君 内田さん、私も尿酸クラブへ入会致します。よろしくお願いします。 

内田 智久君 

足立様 ようこそいらっしゃいませ！芸能界デビューが決まりました！ウソです。10 月 15 日

(土)NHK BS1 22 時から「経済フロントラインに」出ます。一瞬ですので皆さん見逃さない

で下さいネ！ 

会員誕生祝い 吉野  太君→本日もスマイルだけで失礼します。 

奥様誕生祝い 

外谷 正人君→私の奥さんの誕生日を祝って頂きありがとうございます。妻の誕生日会を

10/7 に家族と留学生の SKY の全員で開き、本人も大変喜んでおりました。   

年が一つ増えた事を残念がっていました。 

PS.顔のシワも何本か増えた事は、私は黙っていました。 

結婚祝い 

堂前 慶之君→結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。21 年たったけれどいまだに

新婚気分が抜けません。 

田村 貴寿君→結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。あっという間の 4 年間でし

た。これからも長く続くようにガンバリます。 

創立祝い 

荒巻 哲朗君→創立祝いと結婚祝い、ダブルでお祝い有難うございます。創立 37 年目よく続

いたネ。これからもよろしくの一言で終わり。結婚祝いは、エキシグ箱根の無

料券で温泉を楽しんで終わりです。49 回目です。 

入会祝い 井戸川秀治君→入会祝って頂きありがとうございます。 

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 
多田政弘君→クラブ研修リーダー 
      第 7G 新会員の集い 
飯田隆三君→厚木中 RC 
萩原庸嘉君→米山奨学学友会 

資金推進委員会 
第 7G 新会員の集い 

東井重和君→地区青少年交換委員会 
村上君・田中君・松下君・内田君・東
君・添田君・濵尾君・旗川君・細野(圭)
君・細野(喜)君・貝原君・大澤君・佐
藤君・田村君・外谷君 

→第 7G 新会員の集い 
事後 MUP 
仙波君・土屋君→第 7G 新会員の集い 

56 54 38 70.37 65.38 

おめでとうございます 

委員会報告 



 

内田 智久 親睦委員長 

クリスマス例会 

12 月 21 日(水) 場所：厚木レンブラントホテル   例会中出欠記入お願い致します。 

松下 孝 野球同好会監督 

第 21 回神奈川県ロータリークラブ親睦野球大会 

日時      ：10 月 27 日（木） 集合時間：8:30 

開会式場所：富士通厚木グランド  

試合場所  ：玉川球場  対戦相手：茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 2 試合対戦 

懇親会  ：元湯旅館 

練習開催日：10 月 19 日(水)                   

ユニホーム注文済 

濵尾 ゆかり クラブ会報委員長 

２０１６－２０１７年度地区大会 お手伝い 

対象メンバー：東井さん、筑城さん、内田さん、仙波さん、土屋さん、細野(喜)さん 

10 月 16 日(日)  集合時間：8:30    集合場所：伊勢原駅北口市営駐車場  

 

地区米山奨学・米山学友委員会委員   足立 兵一 様  (伊勢原平成 RC) 

第 2780 地区米山委員会より米山奨学生の卓話のお供に参りました。 

今月は米山月間でございます、寄付金がございますので是非寄付を宜しくお願い致します。 

 

卓 話   米山奨学生   ジョルダヤコヴァ・サウレさん 

 

私はカザフスタン出身の留学生です。日本には 2010 年の 3 月 29 日に初めて来ました。 

最初の 1 年間は日本語学校に通いました。 

その後 4 年間、東海大学教養学部人間環境学科自然環境課程というところに所属しました。 

この 5 年間カザフスタンの政府の国費留学生として勉強してきました。 

卒業後はまた勉強したい、研究したい、もっといろいろな力を身につけたいと思い、 

大学院に進学することを決め、2015 年から 2 年間米山奨学生として東海大学の修士課程で学んでいます。 

皆さんはカザフスタンについてご存知でしょうか？ 

カザフスタンは日本から 5000 キロ離れています。北はロシア、東は中国に囲まれています。 

世界で一番面積が広い国はロシア、次はカナダ、中国、米国などで、カザフスタンは９位です。 

日本の面積より 7 倍大きく、しかし、人口は日本の 1/7 の約 1,700 万人。東京の人口と同じくらいです。 

カザフスタンは多民族国家です。顔もアジア系、ヨーロッパ系の人々が多く、65％がカザフ人で、ロシア人、ウク

ライナ人などいろいろな民族が住んでいます。首都はアスタナです。 

1997 年に首都になったため世界で一番若い首都と言われています。 

アスタナという名はカザフ語で「首都」を表しています。 

都市設計を行ったのは日本の建築家「黒川紀章」さんです。 

気候は夏はとても暑く冬はとても寒い国です。最低気温は−50 度、最高気温は＋50 度まであがるため 100 度の

温度差があります。もしカザフスタンを訪ねる機会がありましたら、５月か６月が一番いい季節だと思います。 

カザフスタンは鉱物資源が多い国です。世界ランキングに入っている埋蔵量の多いウラン、コバルト、ニッケル、

マンガンなど、レアメタルがたくさんあります。それらを輸出して経済が成り立っています。 

来年の 6 月 10 日から 9 月の 10 日まで首都アスタナで「未来のエネルギー」というテーマで万博が開催されま

す。参加国は約 100 カ国、7 つの国際機関と、およそ 500 万人が訪れると期待されています。 

この万博のテーマは「未来のエネルギー」です。昨日万博のサイトをチェックしたところ、すでにチケットの販売

が始まっていました。今、そのカザフスタンの万博について国民にも知ってほしいということで、アスタナでいろ

いろなイベントが行われています。再生可能エネルギーに関するゲームとかクイズ、コンサートをやっているよう

です。 

 

2017 年アスタナ国際博覧会（EXPO2017 ASTANA） 

◎ テーマ：Future Energy（未来のエネルギー） 

◎ サブテーマ： 

1）Reducing CO2 Emissions（CO2排出削減） 

2）Living Energy Efficiency（省エネルギーの活用） 

3）Energy for All（すべての人類のためのエネルギー） 

◎目的：「未来のエネルギー」に向けて、確実かつ持続可能な 

エネルギー政策やテクノロジーの開発の必要性を、 

産業界、企業、個人のレベルで共通の認識を持ってもらう 

皆さんにもカザフスタンのことや、来年開かれる万博のことに興味をもってもらえるとうれしいです。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

Рахмет! ラフメット 

http://www.shc.u-tokai.ac.jp/about/gakka/ningenkankyo/sizenkankyo/undergraduate/index.html

