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第 2475 回 例会
平成 29 年 1 月 11 日(水)晴れ
会長挨拶
今年は変化の年と皆様おっしゃりますが、変化は
毎日おきております、意識の半分でも良いので
10 年位先の立場から変化をしっかりみて頂き、
それによってチャンスがみえてきますのでしっかり
捉まえてもらいたいと思います。

幹事報告

点

mail：rc1isehara@gmail.com
村上 一秋会長

鐘

ロタリーソング

君が代・それでこそロータリー
四つのテスト(村上一秋会長)

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

青少年交換留学生

スカイ・アン・ランツさん

お客様

山田恵巳様(地域婦人団体国体連絡協議会会長)

今後の予定

1/18
第 2476 回 クラブ協議会
ガバナー事務所より
1/25
第 2477 回 卓話：貝原職業奉仕委員長
・1 月のロータリーレートが配信されております。
2/ 1
第 2478 回 卓話：元市議会議員中台氏
◎1 ドル＝116 円
2/ 8
第 2479 回 卓話：仲西奉仕統括委員長
・下半期地区人頭分担金並、下半期地区資金比例人
頭 分担金送金のお願いが配信されております。
・地区便覧作成の為のアンケートが配信されております。アンケート、次年度会長・幹事の顔写真。締切：2/28(火)
・NPO 法人国際ロータリー日本青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が再送されてお
ります。締切：1 月末迄
・アトランタ大会日本親善に出席されるロータリアンへ、朝食会についてのお願いが配信されております。
・財団室ニュース 1 月号が配信されております。
第７グループより
・下半期青少年交換学生分担金のお願いが届いております。
・第１回「 I・M 会の委員会」のご案内が届いております。
日時：1 月 20(金)18:00～
場所：料亭 こみや
返信：1/16 迄
〇平塚ロータリークラブより 創立 60 周年記念式典のご案内が届いております。
日時：2 月 23 日(木)17:00～ 場所：ホテルライフガーデン 5 階江陽の間
〇東京麹町 RC より創立 50 周年記念事業「想い出草」が届いております。
〇伊勢原大神宮節分祭御奉仕御案内が届いております。
日時：2 月 3 日(金) 受付：14:30～ 祈願祭 15:00～ 参加料：１万円
〇大山阿夫利神社節分祭奉仕御案内が届いております。
日時：2 月 3 日(金) 11:00 下社参集殿受付集合 奉仕料：2 万 5 千円(払い込み
〇伊勢原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第 3 回実行委員会の開催についてご案内が届いております。
日時：1 月 31 日(火)14:00～ 場所：伊勢原中央公民館 1 階展示ホール
〇伊勢原国際交流委員会より「広報瓦版１６号」が届いております。
〇タウンニュース 1 月 1 日号が届いております。
〇地域婦人団体国体連絡協議会チャリティー講演会チケットを頂きましたのでお持ち帰り下さい。
〇委員会活動の中で領収書を事務局に提出する場合は、領収書と明細を付けて提出お願い致します。
〇新会員の推薦状回覧致します。秋山哲也様 秋山興業株式会社 生年月日：1974/6/25

スマイル報告

山田 昌紀

スマイル委員長 .

山田

恵巳様

講演会のお願いに上がりました。

村上

一秋君

鈴木さん入会おめでとうございます。ロータリークラブを楽しんで下さい。

田中

徹君

鈴木さん入会おめでとうございます。ロータリーを一緒に楽しみましょう。

井戸川秀治君

鈴木さん入会おめでとうございます。楽しくやりましょう。

堂前

慶之君

鈴木さん入会おめでとうございます。楽しくやりましょう。

飯田

隆三君

鈴木さん入会おめでとうございます。大歓迎です。大いに楽しくやりましょう。

〃
松下

孝君

婦人団体国体連絡協議の山田様始め皆様、ようこそおいで頂きました。素晴らしい事業ご苦労
様です。頑張って下さい。都合により早退させて頂きます。スマンです。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。鈴木さんようこそロー
タリーへ。

小泉隆一郎君

鈴木さん入会おめでとうございます。歓迎致します。ロータリーライフを楽しみましょう。

内田

智久君

皆様 あけよろ！

戸田

裕士君

鈴木康弘さん入会おめでとうございます。お待ちしていました !!

添田

博充君

鈴木さんようこそビッグクラブへ。

東

学君
〃

外谷

正人君

加藤

桂君

山田

昌紀君
〃

会員誕生祝い

奥様誕生祝い

結婚祝い

入会祝い

鈴木さん入会おめでとうございます。よろしくお願いします。願わくば野球同好会への入部も
お願いします。いずれ横浜スタジアムで野球が出来るかもしれません。
昨夜 3 クラブ合同例会の後、数名で別の場所でもう少しだけお酒を頂きました。皆さんのお釣
りを預かっていますので、スマイルさせて頂きます。
皆様明けましておめでとうございます。サウレちゃん、スカイちゃん、そして婦人団体国体連
絡協議会山田様、ようこそお越し下さいました。今年もどうぞよろしくお願い致します。
皆様明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。私事ですが明日息子の
誕生日です。無事に 1 つ歳を重ねる事に感謝です。
明けましておめでとうございます。伊婦連の皆様いつもお世話になっております。鈴木さん入
会おめでとうございます。
クリスマスパーティーお疲れ様でした。3 年連続ビンゴで大当たり。高級スパークワイン頂き
ました。1 本 10 分で空きました。
濱田 勝彌君➞誕生日をお祝い頂きありがとうございます。
添田 博充君➞誕生祝いありがとうございます。48 歳年男。今年はニワトリの様に過ぎた事
は直ぐに忘れて飛ぼうと思います。
吉川 昌男君➞家内の誕生を祝って頂きありがとうございます。
西部 康男君➞家内の誕生祝いありがとうございます。
野中 敏幸君➞妻の誕生を祝って頂きありがとうございます。
堂前 慶之君➞妻の誕生をお祝い頂きありがとうございます。
吉川 昌男君➞結婚祝いありがとうございます。調べてこなかったので何年目か分かりませ
ん。
。
西部 康男君➞入会記念ありがとうございます。家内の。
松下
孝君➞入会して 17 年目になります。おかげさまで仕事も家庭も順調です。ゴルフだ
けは相変わらずですが。
東井 重和君➞入会 7 年目になりました。今後とも宜しくお願い致します。鈴木さんロータリ
ーへようこそ。
濵尾ゆかり君➞入会し 1 年が経ちました。皆様に助けて頂き感謝しております。これからも宜
しくお願い致します。
大澤 守門君➞入会のお祝いありがとうございます。やっと 1 年経ちました。まだまだ分から
ない事沢山ありますが、今後ともご指導お願い致します。
田村 貴寿君➞入会 1 周年です。あっという間の 1 年でした。これからもよろしくお願いし
ます。鈴木さん入会おめでとうございます。一緒にロータリーを楽しみましょ
う。
山田 昌紀君➞入会をお祝い頂きありがとうございます。3 年目になります。これからも良き

ロータリアンになれるよう頑張ります。
スマン

篠﨑

文一君➞本日申し訳ございません、所用で早退します。スマンです。

スマイル半期報告

出席報告

649,918 円
目標金額 150 万円
おめでとうございます

皆様ご協力お願い致します

戸田 裕士 出席委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

56

53

33

出席率（％） 前々回修正出席(％)
62.26

休会

事前 MUP
東井 重和君→青少年交換委員会
東
学君➞クラブ管理運営委員会

サウレさんに 12 月分の奨学金が手渡されました
明けましておめでとうございます。
2017 年が皆様にとっても、ご家族にとっても素敵な１年になります事祈っております。
新年ではまた新しい目的を達成し、いいことが沢山ある事を祈っております。
出さないといけない為、個人的に一番大事な日になります。
２ヶ月で大学院も卒業してしまいます、ロータリーの米山奨学生の制度も終わってしまうのでちょっと悲
しいです。今までお世話になりましたので、今までやってきた事の成果を出したいと思っております。
スカイさんに 1 月分のお小遣いが手渡されました
村上

一秋君

ロータリー財団

ベネファクター

松下

孝君

ロータリ－財団

ポ－ル・ハリス・フェロ－

3 回目

お客様
山田 恵巳様 (地域婦人団体国体連絡協議会会長)
チャリティー講演会のお願い
婦人連は創立 60 年という設立を迎え、佐野有美さんという方と出会いました。彼女は、先天性四肢欠損症で両
手足がありません。でもどんな逆境にも負けず､あきらめず、感謝の気持ちを沢山出して下さる方です。人生の生
きようを教えて頂いた気が致しました。創立 60 周年チャリティー講演会にはそんな素敵な佐野有美さんをお迎
え致します。ぜひ足をお運び下さい。皆様にはいつも大変お世話になっており、心から感謝致しております。
入会式

鈴木

康弘君

生年月日 1968 年 5 月 18 日
（株）鈴木油脂

紹介者 田村 貴寿君 より紹介
飯田隆三さんが 2 年以上ロータリーの友を届け、アプローチしていました。私もお隣の工場なので一緒にやりま
せんか？とお誘いしておりました。ここでやっとロータリーの友になって頂けるという事になりました。
自己紹介
こんにちは、鈴木康弘と申します。会社は油を作っております。8 年だけ伊勢原を離れましたが、伊勢原生まれ、
伊勢原育ちです。青年会議所活動を 40 歳までやりまして、一昨年社長職を引き継ぎましたので、地域の皆さん
と一緒に奉仕活動をしようと入会させて頂きました。皆様と一緒にしっかり活動したいと思いますので、よろし
くお願い申し上げます。
お知らせ
加藤 桂 (株)レナッテク代表取締役
研究協力のご依頼
新たながんのリスク検査「メタロ・バランス」の研究開発の協力をお願いしております。
千葉がんセンターと神奈川県立がんセンター共同で本格的な研究をしている検査方法です。

1 月 27 日(金)13:30～17:00 弊社にて看護師により採血管スピッツを 1 本(7CC)採血
詳しくはパンフレットをお配り致しますのでご連絡下さい。

費用無料

委員会報告
内田 智久 親睦委員長
クリスマス例会報告
12 月 21 日に行われましたクリスマス例会の会計報告が出来ておりません。特賞のディズニーペアチケット
2 組中 1 組はエントリーがございましてすでに会計が済んでおります。
もう 1 組特賞の当たった方はお知らせ下さい。
当日ゲストを含め総勢 80 名となりました。皆様ご参加ありがとうございました。

新年抱負
村上 一秋 会長
村上・田中年度も始まり半年が経ちました、奉仕活動等順調に進んでいると思います。
渋田川花咲プロジェクト・台湾の野球事業交流も 3 月 25 日地区に対し予算を 100 万円程度補助金を申請をし
ております。会員増強に関しましては、昨年度 6 月末で 54 名でした。現在は増減も有り 56 名、本日秋山様１
名承認がとれましたら 57 名となります。
昨年末掲げた目標 60 名で今期を終わらせる気持ちですので、後 3 名増強頑張りたいと思います。人数が多い事
はクラブが活性化していきますので、是非宜しくお願い致します。
当クラブは、地区 65 クラブのうち出席率がブービー賞でした。
後半年、是非出席率を上げる事ができる様皆様宜しくお願い致します。
田中 徹 幹事
大きな行事と致しましては、IM3 月 11 日にあります。その後次年度の地区協議会が小田原で開催されます。下
半期につきましては、補助金申請より係わっております、芝桜プロジェクトの成功を望んでおります。
井戸川 秀治 会員委員会統括委員長
会員増強維持分類・広報・雑誌を担当しております。
会員増強につきましては、4 名となりました。秋山様予定者として他 2-3 名増強そして 60 名達成に頑張りた
いと思います。広報に関しても順調に作業が進んでおります。
堂前 慶之 クラブ奉仕委員会統括委員長
大きなテーマは、会員増強・親睦となっております。
今 60 名に向かって残りの半年を皆さんで一致団結し頑張りたいと思う所です。
クラブの活性化として、40 代若手のメンバーで発言できる場が欲しいと東さんから意見がありました、この様
に意欲を持って取り組んで頂けると言うのは大変重要になってくると思います。炉辺会合でも皆様に様々なご意
見を頂いております、例会をどの様に活性化するか、活性化するにはどれだけ魅力的な例会にするか、と言う所
からゲストスピーカーをお招きする等、入会歴の浅い会員様からも新しい目でご意見を頂きたいと思います。
50 周年に向けても、来年から準備委員会を立ち上げたいと思います。
その為には多くの方のご意見を取り入れて、50 周年を大いに盛り上げて行きたいと思います。
小泉 隆一郎 クラブ活性化戦略室委員長
伊勢原ロータリークラブの活性化と言うキーワードが出ております、幸い 40 代メンバーの奉仕活動へついて考
えると言う、これから先においても素晴らしいと思います
奉仕活動と言うと、事業を起こさなければならないと思いますが、一つは例会に出席し、一人一人が積極的に伊
勢原ロータリークラブに対し意見・行動を起こす事が大切と思います。新たなクラブの在り方を皆で作り上げて
いく事が一番大切ではないかと思います。
50 周年に向けて今年が HOP であれば来年は STEP、そして 50 周年で JAMP できるようなクラブにしていき
たいと思います。
萩原 庸嘉 青少年基金委員長
50 周年記念事業に向けて青少年育成奉仕に関する事業をお願いしております。
次年度、市内小中学生対象にダンス発表の場を提供したいと言うエレクトからのお話もありました。この 2 つを
推奨事業とし理事会の方に提出致しました、理事会でもんで頂き出来ればいいと思います。事業決済の為の事業
計画で前年度野球が承認されておりますので計画書、事業計画予算書を早く提出して下さいと提案しております。
以下 5 件委員会より要望及び提案しております。クラブ細則の入会金項目で変更事項の確認です。入会金の項目
が廃止される事によって、青少年の育成基金・賛同金等と言う名前に変えてください、と言う事と、スマイルボ
ックスの余剰金の一部を継続的に基金に組み入れてもらう事を提案しております。スマイルボックスは次年度の
資金でございます。当該年度決算は、中間決算と共に会計年度終了後の１月、2 月以内に確定して欲しいとお願
いしました。クラブ活性化出席率向上と言うのは例会の充実、委員会活動にあると思います。理事会では、もっ
と委員会活動に力を入れて頂きクラブの活性化に繋げて欲しいと思います。
東 学 会員増強・維持・分類委員長
本日の理事会でお話し致しましたが、40 代若手で会歴の浅い会員の方で委員長をさせて頂いておりますが、方
向性やどの様に進めて行けばいいのか分からない、この様な質問がありました。分からないまま続ける事は退会
にも繋がる可能性があるので、会員維持として一度会合を開き意見をお聞きしたいと理事会にお話しさせて頂き
ました。具体的には決まっておりませんが、皆で方向性をまとめさせて頂きたいと思います。

