
 

 

 

国際ロータリー 第 2780地区       

伊勢原ロータリークラブ週報 
 

                            ＲＩ会長      ■ ジョン・F・ジャーム 
               地区ガバナー        ■ 佐野 英之（秦野 RC） 

              会 長       ■ 村上 一秋 

              幹 事       ■ 田中  徹 

              会報委員長     ■ 濵尾ゆかり 
               例会日   毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）                   

例会場  伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246 

                                                                            ☎0463-96-3711 

                事務局   〠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  Fax0463-95-5313  mail：rc1isehara@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

   

 
本日はクラブ協議会となっております。 

今年度後半、皆様がどの様な仕事をしていただける 

のか楽しみにしております。 

 

 

ガバナー事務所より 

2017-2018 年度テーマが発表されました。 

「ロータリー：変化をもたらす」 

（ROTARY：MAKING A DIFFERENCE） 

RI 財団事務局より 

RI 人頭分担金請求書が届いております。 納入総額 1,577.22 USD 

伊勢原市男女共同参画フォーラムへの参加 佐野 静江 男女共同参画推進委員長より 

 日時：2 月 25 日(土)1:30～ 伊勢原市文化会館小ホール 入場無料 

 

スマイル報告  貝原 剛規 スマイル副委員長 . 

 

 

 

 

1/ 25 第2477回 卓話：貝原職業奉仕委員長 

2/ 1 第2478回 卓話：元市議会議員中台氏 

2/ 8 第2479回 卓話：仲西奉仕統括委員長 

2/15 第2480回 特別休会 

村上 一秋君 ソロプチミスト会長大門様、大川様ようこそおいで下さいました。 

田中  徹君 国際ソロプチミスト大門様、大川様ようこそいらっしゃいました。 

飯田 隆三君 
国際ソロプチミスト伊勢原会長大門様、大川様ようこそおいで頂きました。チャリティーショ

ーの御成功お祈り申し上げます。 

松下  孝君 
長男の結婚に際しまして、多大なるご祝儀を頂きまして誠にありがとうございます。当家の幸

せをそのままクラブにおすそ分け致します。 

鈴木 康弘君 先週の例会から入会となりました。皆様これからよろしくお願い致します。 

奥様誕生祝い 

遠藤 郷平君➞家内の誕生祝いありがとうございます忘れても年はとるものですね。。 

田村 貴寿君➞家内の誕生を祝って頂きありがとうございます。明日が誕生日なので、スカイ

と一緒にサプライズパーティーを予定しています。 

井戸川秀治君➞妻の誕生日祝いありがとうございます。明日 2 人で食事に行ってまいります。 

入会祝い 

小山 博正君➞誕生と入会をお祝いして頂きありがとうございます。45 歳で入会 5 年目とな

りました。今後ともよろしくお願いします。 

戸田 裕士君➞入会５年目です。これからも宜しくお願いします。 

おめでとうございます 

 

 

司会・進行   井戸川秀治会長エレクト 

２０１６ 

 

２０１７ 

〜かｋ～ 

          村上 一秋会長  
              

           我らの生業 

四つのテスト(田中 徹幹事) 
 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

 

  第 2477 回 例会       

 

平成 29 年 1 月 25 日(水)晴れ  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     

会長挨拶 

幹事報告 

大門ヒロ子様(国際ソロプチミスト伊勢原会長) 

大川  房子様(国際ソロプチミスト伊勢原 

チャリティー実行委員長)  

 
 

今後の予定 

 

 

 

 

 

お客様 



出席報告  戸田 裕士 出席委員長 

 

      

大門 ヒロ子様(国際ソロプチミスト伊勢原会長)  

国際ソロプチミスト伊勢原第 26 回チャリティーショー 

昨年大山詣りが日本遺産になりました事を含め、落語で語って頂く事となりました。 

大川 房子様(国際ソロプチミスト伊勢原実行委員長) 

 3 月 25 日(土) 伊勢原市民文化会館小ホール 13:00～15:30 料金 3,000 円 

第１部：産業能率大学吹奏楽部演奏 第２部：落語 立川志らく 金原亭馬玉 「大山詣り」他 

是非お越し下さい。 

 

 

松下 孝君のご長男 御結婚の御祝  

新郎 松下健太郎さん 新婦 岡野有紗さん                  

1 月 21 日(土)アニヴェルセルみなとみらい横浜 

 

 

 

東  学 地区クラブ管理運営委員会委員 

新会員の集い 

本年度はガバナー方針により年 3 回 

第１回目：9 月こみやで行われました。  第 2 回目：2/28(火) 秦野グランドホテル神奈中  

第 3 回目：地区全体での新会員の集い 5/20(土) 藤沢ミナパーク 17:00 より 

東  学 会員増強・維持・分類委員長 

新会員入会式 

 2 月 1 日(水)  秋山 哲也様  推薦者：篠﨑 文一君・飯田 隆三君 

堂前 慶之 社会奉仕委員会 芝桜プロジェクト統括委員長 

芝桜プロジェクト 

 協力団体の中から、太田小学校 6 年生の記念植栽が行われる事になりました。 

 1 月 30 日(月 )9:30～ 小学生 9:45 到着 タウンニュースの取材もございますので、皆様のご参加、 

ご協力よろしくお願い致します。 

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。 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 

村上・田中年度ゴルフコンペ 

 3/23(木) 第１回ゴルフコンペ  ガバナー補佐杯との共催 伊勢原カントリー 

 3/30(木) 第 2 回ゴルフコンペ 本厚木カントリー 

 5/15(月) 第 3 回ゴルフコンペ 厚木国際カントリークラブ 

 6/ 5 (月) 第 4 回ゴルフコンペ 太平洋クラブ御殿場 WEST 

 詳細は追ってご連絡いたします。 

 

カントリー 

東 学 会員増強・維持・分類委員会委員長 

本年度本日迄で 3 名入会致しました。3 名増１減と言う状況です。 

２月に１名秋山さん入会予定と言う状況になっております。 

２月に委員会で集まり、入会候補者の現在の状況を確認したいと思います。 

井戸川エレクトにも青年会議所卒業式に出向いて頂いて候補者に声をかけて頂いております。 

私個人として、清田写真館の清田さんに勧誘に行って参りました。 

皆様からも入会候補者、名前を挙げて頂けましたら勧誘に回りたいと思いますのでご協力お願い致します。 

戸田 裕士 出席プログラム委員会委員長 

出席率は 60％前後より上がっていかないと言う現状が 2、3 年続いております。 

入会したと同時に 100％出席を是非目指して頂き例会に出席して頂ける様、鈴木君を筆頭にお願いしたいと思

います。これから増えていく新入会員にも是非積極的に例会出席を心がけて頂ければと思っております。 

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  
なし 

 56 52 31 59.61 修正なし 

お客様 

委員会報告 

御祝 

クラブ協議会 

おめでとうございます 



内田 智久 親睦活動委員会委員長 

楽しいこそが１番と思っております。 

活動計画に掲載しております、納涼企画・クリスマス例会・３クラブ合同例会も終わりました、残す所４番目６ 

月の親睦旅行予算が上手く切り詰めておりますので、まだ結果出せませんが２月の理事会には予算的結果出せる

と思います。その結果の予算に応じて盛大なバス旅行企画できたらと思っております、是非大勢にご参加をお待

ちしております。 

新会員増強時の随時親睦会の開催、大いに開催させて頂きたいと思います。 

堂前 慶之 社会奉仕委員会 芝桜プロジェクト統括委員長 

芝桜の件に関して広報を使って宣伝をさせて頂きました。１月 30 日太田小学校が植栽する所にはタウンニュー

スさんが取材に来ます。ロータリアンの方もご出席頂き一緒に写真撮影が出来ればと思います。今週の金曜日伊

勢原ロータリークラブとして単独の広報の記事を出します。【奉仕をするロータリアンになりましょう】と言う

内容です。ふれあい事業や、スポーツ振興基金、芝桜、道灌祭りのロータリーとしての活動内容を広報し、会員

増強に繋がればと思っております。 

濵尾 ゆかり クラブ会報委員会委員長 

半年が経過し、副委員長大澤さん、事務局の酒井さん、皆様に助けて頂き無事半年が経過致しました、残り半年

皆様に楽しい週報を提供できます様、今後頑張りたいと思います。 

皆様ご協力の程宜しくお願い致します。 

貝原 剛規 職業奉仕委員会委員長 

前半は職業卓話としてそこから得られるエッセンスを、共通のキーワードで語って頂きました。大変有意義なお

話を頂いております。 

後半戦は、もっと掘り下げた内容でもっと稼げる、もっと税金を沢山納められるようになる様な、こつを是非発

表お願い致します。３月 13 日には工場見学企画させて頂きます。 

貝原 剛規 スマイル委員会副委員長 

今スマイル達成率 45％目標に向かって達成すると言うのは素晴らしい事と思います。 

道灌祭りも踏まえて、皆様からお金を集める、皆様の寄付だけでやるのではなくて、そこのお金を増やす努力が

出来ないかなと思っております。増やした分を地域に寄付や我々の活動費に充てるなりと言う様な事もやって行

けないかな？と思っております。 

スマイルは大事な原子です後半も、日々の楽しい事ちょっとした喜び等皆様のお話を伺う１つの入り口としてス

マイルを是非ご活用頂けましたらと思います。 

添田 博充 社会奉仕委員会委員長 

大きなプロジェクトとして１つは、ふれあい事業、昨年 11月に無事皆様のご協力のもと終わる事が出来ました。

校長先生初め皆様喜んでおりました。 

２つ目の事業は芝桜です。１月 30 日に太田小学校の植栽に参加致します。皆様も是非ご参加下さい。当日は作

業がありませんので、服装は自由です。ロータリーとしての植栽は２月４日(土)午前 10 時から行います。 

400 株皆様で植栽致しますので、作業出来る服装でご出席下さい。 

小山 博正 青少年奉仕委員会委員長 

交換留学生スカイの受け入れ、支援と言う事で、これまでやって参りました。 

半年経過し、学校にも慣れ３番目のホストファミリーとなる田村さんお宅に引っ越しを致しました。１月 15 日

から田村さんのお宅から学校に通っております。 

これから試験休み、春休み等あります、是非ホストファミリーだけで受け入れているのでなく、クラブ全体で受

け入れていると言う事でございますので、スカイの休みの期間にスカイの楽しい思い出づくりにご協力ください。

お時間ある方はご家族のお出かけ等お誘い下さい。米山奨学生のサウレと地域の青少年との国際交流イベントを

実施すると言うものがあります。村上年度後半是非実施して行きたいと思います。 

土屋 修 国際奉仕委員会委員長 

今年８月台湾で野球親善試合を行うに当たり、準備を行っております。詳細は後日ご報告させて頂きます。 

東井 重和 財団委員会委員長 

自動徴収で１人当たり 100 ドル会費から引き落とす事になりまして、ただ今の状況は、11000 ドル目標金額に

対して、5100 ドル頂いております。200 ドル寄付された方、それ以上寄付された方すでにいらっしゃいます。

１人200ドルが目標です、100ドルは頂いておりますので、あと100ドルの寄付を是非ご協力お願い致します。 

ご自身の寄付金状況がお分かりにならない際は、事務局の酒井さん、若しくは私にお問い合わせ下さい。 

萩原 庸嘉 米山奨学委員会委員長 

サウレが今度の３月で卒業ですけど２年間大変お世話になりました。 

米山奨学生を受け入れると言う事はクラブの活性化に繋がり、全く違う世界観を与えてもらえるので、非常に楽

しいと思っております。次年度も伊勢原で米山奨学生を受け入れる事ができる様努力しております。水曜日例会

は奨学生にとっても週半と言う事で出席し易いそうです。米山の選考試験についてお話しさせて頂きます。 

朝８時 15 分から 18 時までかけて１日で終わらせております。試験内容が漏れない為です。また試験は国別に

まとめて行っております。これもまた試験内容の漏れがないようにする為の策です。今回 35 名エントリーがあ

りまして、男性 15 名女性 20 名です。その中の合格者が 24 名男性が 10 名女性が 14 名です。出身国ナンバ

ーワンは中国でした。指定校 12 校のうち東海大学からは８名もエントリーしております。 

また一生懸命努力して奨学生受け入れたいと思いますので皆様是非宜しくお願い致します。 


