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毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
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〠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

第 2471 回 例会
平成 28 年 12 月 14 日(水)雨
会長報告
本日のクラブ年次総会
・最速変更(理事増員)に関する決議承認
・指名委員会による次年度副会長・理事の承認
その後
・11 月に行われた炉辺会合の記録の議論
、

幹事報告

mail：rc1isehara@gmail.com

Fax0463-95-5313

点

村上 一秋会長

鐘

ロタリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト(遠藤郷平会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

米山奨学生

ジョルダヤコヴァ・サウレさん

今後の予定
12/21
12/28
1/10
1/11
1/18
1/25

第 2472 回
第 2473 回
第 2474 回
第 2475 回
第 2476 回
第 2477 回

クリスマス例会
特別休会
3RC 合同新春賀詞交換会
卓話：村上一秋会長(新年抱負)
クラブ協議会
卓話：貝原職業奉仕委員長

. ・ガバナー事務所より
＊NPO 法人国際ロータリー日本青少年交換委員会を
多地区合同奉仕活動であることを承認する件についてお知らせが配信されております。 回答書 2017 年 1
月末迄
＊2019-2020 年度ガバナー ノミニー確定宣言が配信されております。
相模原ロータリークラブ 杉岡 芳樹(すぎおか よしき) 会員が指名されました。
＊社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 開催の件が配信されております。
日時：1 月 28 日(土)15:00～17:30
場所：アイクロス湘南 6 階 E 会議室
出欠報告 1/20(金)迄
＊国際大会登録についてお知らせが配信されております。
1.参加者数をお知らせください
2.参加をお考えの方は最初の登録の割引が大きい時に RI への登録を申し込まれることをお勧めします。
締切：12 月 15 日迄
・ロータリー米山記念奨学会より ハイライトよねやま 201 が配信されております。
・平塚ロータリークラブより 60 周年記念行事のお礼のお手紙が届いております。
・例会変更のお知らせが届いております。
伊勢原中央 RC 1 月 2 日(月) → 1 月 10 日(火)伊勢原 3RC 合同新年会に振替
1 月 30 日(月) → 1 月 29 日(日)新年例会
・伊勢原青年会議所より 新年賀詞交換会のご案内が届いております。
日時：1 月 14 日(土) 19:00～21:30 場所：フォーラム 246 会費：5,000 円
・伊勢原市役所企画部秘書課より 新春の集い開催のご案内が届いております。
日時：1 月 8 日(日) 11:30～
場所：市総合運動公園 体育館（サブアリーナ）
・特定非営利活動法人 アムダより AMDA ダイジェストが届いております。
・TNK 東日観光株式会社より「ロータリーと歩んだ東日観光の軌跡」送付のご案内が届いております。
・伊勢原 3RC 合同新春賀詞交換会
日時：1 月 10 日(火) 18:00 点鐘(受付：17:30～) 場所：こみや 会費：4,000 円

スマイル報告
村上

一秋君

貝原 剛規 スマイル副委員長

.

サウレさんいらっしゃい。勉強頑張って下さい。

松下

孝君

内田

智久君

外谷

正人君

会員誕生祝い
奥様誕生祝い
結婚祝い

本日新ユニホームを配布致しました。来年春に練習試合を企画しますのでよろしくお願い致し
ます。
昨日車を洗いました。やっぱり降りました！来週はクリスマス会です。総数 80 名。皆様ご参
加ありがとうございます。
皆様毎日寒い日が続いております。そんな中先週忘年会が続いた為、風邪を引いてしまいまし
た。皆様もお体を十分気を付けて下さい。
大澤 守門君➞お祝いありがとうございます。徹夜をすると翌日使いものにならない年齢にな
りました。とりあえずダイエットします。
東井 重和君➞先週家族 4 人でイルミネーションを見にイルミリオン相模湖へ行って来まし
た。仲良くやってます。
井戸川秀治君➞結婚祝いありがとうございます。33 年。
篠﨑

創立祝い

文一君➞会社の創立記念日が 12 月とは全く覚えていませんでした。お祝い頂きありが
とうございます。それなのに途中退席します。スマンです。
おめでとうございます

出席報告

外谷 正人 出席副委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

55

51

27

出席率（％） 前々回修正出席(％)
52.94

64.15

事前 MUP
萩原庸嘉君→ガバナー補佐連絡会議
小泉隆一郎君➞職業奉仕委員会
事後 MUP
内田智久君→奄美 RC

サウレさんに 12 月分の奨学金が手渡されました
先日カザフスタン大統領が来日し、東海大学を訪問しました。私は学生代表として、花束を渡し
ました。その時の写真のおかげで、カザフスタン全国で一気に有名人になりました。国際

交流会では伊勢原クラブから大勢皆さんに来ていただき、他の留学生から羨ましがられ
ました。国際フェアーではカザフスタンのブースを出しイベントをやりました。その後、
学会があり、理科大学に行って報告をしてきました。そんな忙しい中、一番大事な身体
に気を付けなくてはならないと言う事を忘れ、風邪を引いてしまいました。皆さんもお
身体に気を付けて下さい。
西部

康男君

米山功労者マルチプル 5 回目

萩原

庸嘉君

ロータリ－財団

ポ－ル・ハリス・フェロ－

2 回目

委員会報告
貝原 剛規 職業奉委員長
羽田空港全日空航空整備工場見学ツアー
3 月 13 日(月) 伊勢原バス出発 → 羽田空港 → 味の素見学 → 中華街食事 → 伊勢原到着
(バスの中でお弁当)
定員：40 名(お子様参加いただけます)
詳しくは後日改めてお知らせ致します。
東
学 地区クラブ管理運営委員会委員
卓話依頼のお願い
メンバーの少ないクラブより卓話者不足に付、他クラブに行って卓話をするメンバーを募集しております。
登録をしていただくと、他クラブから依頼がございます。ロータリアン以外の方でも結構です。どなたかいらっ
しゃいましたらこちらにご連絡下さい。
内田 智久 親睦委員長
クリスマス例会
日時：12 月 21 日(水)18:30～21:00 (伊勢原北口市営駐車場前 17:30 送迎バス出発)
18:00～開場
18:30～点鐘
場所：レンブラントホテル厚木
会費：大人 7,000 円(未成年以下無料)

クラブ年次総会
クラブ年次総会は規定により、12月末までの開催を義務づけられておりますので
本日の開催となりました。
【クラブ細則の変更について】
◎理事会議事録の会員への開示
◎入会金の免除
これらが主な変更事項となり、審議が必要な項目です。
本来であれば2016年審議委員会におきまして、
変更になりました定款・細則の承認を頂く予定でしたが、
変更等の例外事項が多いこともあり、多田会員に精査頂き
新年早々に審議したく思います。ご了承ください。
【本日審議したい項目について】
1）理事の定数拡大
当クラブでは、7名の理事がいます。
（会長／直前会長／会長エレクト／副会長／幹事／無任所×2名）
◎ここ数年でクラブの規模が拡大したこと
◎奉仕活動のさらなる充実を目指すこと
これらをふまえ、次年度より2名追加し新たに9名体制で臨みたいという
井戸川エレクトからの提案により、理事増員を審議いたします。
■理事を7名から9名に増員する→賛成多数により承認
2）役員・理事の選挙
多田パスト会長、小泉パスト会長、仲西直前会長、井戸川エレクトと村上会長で
構成される指名委員会での検討結果、下記役員を選出・推薦します。
【次年度役員】
◎次年度会長エレクト：堂前会員
◎次年度副会長：東井会員
【次年度理事】
◎次年度会長：井戸川会員
◎次年度幹事：東会員
◎次年度会長エレクト：堂前会員
◎次年度副会長：東井会員
◎次年度副会計：萩原会員
◎次年度直前会長：村上会員
◎無任所：飯田会員（留任）
◎無任所：松下会員（新任）
◎無任所：多田会員（新任）
■上記の役員・理事を任命する→賛成多数により承認
【東井次年度副会長のあいさつ】
先日、このお話をいただき、大変光栄にまた嬉しく思い二つ返事で受けさせていただ
きました。このような立場で壇上に立たせて頂きますと、大変な重責と痛感しています。
まだ、クラブのため、地域のためなどと格好の良いことを言える身分ではありませんが、
まずは自分自身の成長のため、頑張らせて頂き、必ずや地域貢献へ結びつけていきたい
と思いますので色々と可愛がっていただければと思います。
いずれにしましても、皆様方に比べればまだまだ若輩ものですが、私の色を出しながら
頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
【炉辺会合に関して】
次年度の奉仕事業についてどのように考えるかという議論を進めたいと思います。
2016年7月の新年度スタート時には、奉仕事業がふれあい事業のみでしたが、芝桜プロジェクト
を追加し、現在展開しているところです。台湾との少年野球交流事業が2017年8月に開催する
ことが決定していることもあり軌道修正は必要ですが、50周年を記念した新たな社会奉仕事業

を検討すべきと考えています。
各テーブルで審議していただき、代表の方に発表していただきたいと思います。
◎第1テーブル／発表者：東会員
井戸川年度で当クラブ49周年目になります。記念誌の見返しやベテラン会員へのヒヤリングを行い、
過去の委員会の奉仕事業を洗い出し再検討するいい機会ではないかと思います。
◎第2テーブル／発表者：内田会員
50周年の過去の奉仕活動を探り未来に繋げていってはどうか？
他クラブの活動を真似てもいいのでは？といった意見が出ました。
例会出席率に関しては、メイキャップをしたことがない会員は、
先輩と同行していくことで出席率は上がると考えます。
◎第3テーブル／発表者：添田会員
近隣の大学や病院と連携をとり、空き農地を利用した収穫イベントを企画してはどうか？
PDCAサイクルを確立し、次年度へ展開することが望ましいという意見でした。
◎第4テーブル／発表者：東井会員
既存のイベントに腰を据えて継続していくことがいいのではという意見でした。
芝桜事業は外部と連携をとり発展させていくのが望ましい。

