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ガバナー事務所より 

 ・ 2 月のレートのお知らせが配信されております。◎1 ドル＝１１６円 

・ 次年度クラブ指導に向けた「公共イメージセミナー」開催のご案内が配信されております。 

日時：３月 8 日(水) セミナー 14:30～17:00（受付 14:00～） 

場所：藤沢商工会ミナパーク 6F「多目的ホール」   登録料：1 名 3,000 円   期限：2/15 

・ 月信原稿依頼のお願いが配信されております。 

字数：４００字程度  写真：2-3 枚  締切：2/15 迄 

・ 第２回アｋターズミーティングのご案内が配信されております。 

日時：２月 19 日（日）12:30～  場所：ヴィルク横須賀  登録：1,000 円   締切：2/12 

・インターアクト一泊研修会ご参加のお願いが配信されております。 

日時：３月 25 日（土）～26 日（日）   場所：厚木市立七沢自然ふれあいセンター 

費用：ロータリアン（宿泊）6000 円 （日帰り）3000 円    締切：2/17 

第 7 グループより 

    I・M のご案内が届いております。 

  日時：３月 11 日（土）13:00 点鐘    場所：伊勢原市文化会館小ホール 

  会員登録：2017.1.1 現在      登録料：＠8,000 円   例会費：@1,500 円  合計 9,500 円 

第 2780 地区ガバナーより 

  地区大会実行委員会等開催のお知らせが村上会長・濵尾実行委員宛に届いております。 

  日時：２月 7 日(火) 18:00～18:30 実行委員会     8:30～20:30 例会 

・3RC 合同新春賀詞交換会収支報告書が出ておりますので回覧致します。 

・タウンニュース 1 月 20 日号 クラブ会報委員会から、当クラブのイメージアップをはかる原稿を掲載しており

ますので、回覧致します。 

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 

2/22 第2481回 卓話：萩原鉄也君(芝桜プロジェクト) 

3/ 1 第2482回 卓話：遠藤郷平君( 

今後の予定 

 

 

 

 

 

幹事報告 

米山奨学生   

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  
              

           君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(東井重和会員) 
 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

 

  第 2478 回 例会       

 

平成 29 年 2 月 1 日(水)晴れ  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     

会長挨拶  

 
 

お客様 中台和子様(NPO 法人地域福祉を考える会事務局長) 

青少年交換留学生   

ジョルダヤコヴァ・サウレさん 
           

スカイ・アン・ランツさん 
           

１月29日(日)太田小学校6年生卒業記念の植樹が 

ございました。2 月 4 日(土)はロータリアンが現地 

に出向き、植樹作業と草むしりがございますので、 

多くのご参加お願い致します。 

理事会報告 

・3 月 11 日(土) I・M  

伊勢原文化会館小ホール 13:00～ 

・8 月 国際親善野球大会の補助金申請を理事会で 

承認いたしました。総額で 293 万円程度。その内、

地区助成金申請額は 100 万円となっております。 



 

 
スマイル報告  貝原 剛規 スマイル副委員長 . 

 

 

 

 

 

 

出席報告  松下 孝 出席委員長代理 

村上 一秋君 秋山さん入会おめでとうございます。今日から仲間です。中台さん卓話よろしくお願いします。 

田中  徹君 
秋山さん入会おめでとうございます。これからよろしくお願いします。中台さん卓話よろしく

お願いします。 

井戸川秀治君 秋山さんご入会おめでとうございます。ロータリーライフを一緒に楽しみましょう。 

多田 政弘君 秋山様入会お待ちしていました。楽しみましょう。中台様卓話よろしくお願いします。 

飯田 隆三君 
秋山さんようこそ入会して頂きました。大歓迎です。早く多くの人と友達になって、ロータリ

ークラブを充実して下さい。 

〃 地域福祉を考える会中台様。本日はよろしくお願申し上げます。ご活躍お祈り致します。 

松下  孝君 
秋山さん入会おめでとうございます。楽しいロータリーライフをご一緒出来る事に、感謝しま

す。 

萩原 鉄也君 
中台さんようこそロータリーへ。卓話よろしくお願いします。秋山さんご入会おめでとうござ

います。 

添田 博充君 2/4 芝桜 忘れずに！どう 

東   学君 
秋山さん入会おめでとうございます。皆にはタマって呼ばれている東です。よろしくお願いし

ます。 

〃 

1/28 社会、国際奉仕活動事例紹介セミナーに参加仕手きました。(井戸川エレクト・土屋さ

ん・大澤さん)帰りに恒例の反省会を開きました。松下さんも途中参加です。いつもの様にお

つりスマイルします。 

篠﨑 文一君 秋山さん伊勢原ロータリーへようこそ。これから一緒に宜しくお願いします。 

田村 貴寿君 
中台さんようこそいらっしゃいました。卓話お願いします。秋山さんご入会おめでとうござい

ます。 

鈴木 康弘君 秋山さん入会おめでとうございます。私も入ったばかりです。一緒に頑張りましょう。 

山田 昌紀君 

中台さんようこそいらっしゃいました。また旭日双光章の受賞おめでとうございます。卓話よ

ろしくお願いします。秋山さん入会おめでとうございます。ロータリーライフを楽しましょ

う！ 

〃 
5 歳・3 歳の娘、この世で一番怖いものは父でも母でもなく“鬼”。2 月 3 日に向けカウント

ダウンが始まりました。幼稚園に行くより足どりも重い様子！ 

秋山 哲也君 本日より入会させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。 

会員誕生祝い 
佐伯 崇興君➞誕生と創立をお祝い頂きありがとうございます。歳は 84 歳になりました。創

立は 392 年ですが確かではありません。 

結婚祝い 

小泉隆一郎君➞結婚 26 年になります。仲良くやっているつもりです。 

松下  孝君➞結婚祝いありがとうございます。平成元年自粛ムードの中横浜東急ホテルで挙

式しました。さっき調べたらなくなっていました。28 年も経つと変ってしま

うんだなと感じました。 

創立祝い 

貝原 剛規君➞開業祝をありがとうございます。15 年前のまさに今日、2/1 に厚木ひまわり

動物病院を開院しました。当時は離婚し小学 1 年生の息子と 2 人で厳しい時

期でしたが、今はカワイイ奥さんと子供も 2 人増え、ロータリーの仲間にも入

れてもらえて充実しております。まだまだ頑張ります。 

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  
小泉隆一郎君➞地区職業奉仕委員会 
        厚木 RC・平塚 RC・相模原

柴胡 RC 
井戸川秀治君➞社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 

東   学君➞社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 

第 2 回地区補助金説明会 
土屋  修君➞社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 

大澤 守門君➞社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー 

57 55 34 61.81 修正なし 

おめでとうございます 

 

 



 

サウレさんに 2 月分の奨学金が手渡されました 

皆様こんにちは。修士論文が終わりました。皆様にお会いできるのは後 1 回となりました。この 2 年間

あっという間でした。これからもお元気でお願いします。 

スカイさんに 2 月分のお小遣いが手渡されました 

日本に来て 5 ヶ月になります。これからもよろしくお願いします。 

 

入会式  秋山 哲也君 

 

紹介者 篠﨑 文一君より 紹介 

先日ゴルフをご一緒する機会がございました。飛ばし屋で非常にお上手でした。 

自己紹介 

初めまして、秋山興業の秋山です。右も左も分からないので、積極的に参加して顔と名前を覚えて頂だける様頑

張りますのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

内田 智久 親睦活動委員会委員長 

クリスマス会の決算書完成しました。もう 1 点 5 月 27 日(土)バス旅行を企画しております。 

大枠を知りたいので、バス旅行出欠席表とクリスマス会決算書回覧いたします、ご確認下さい。バス旅行に関し

ては、出欠現在お分かりになる方は、出席頂けるご家族の人数も含めて、ご記入お願い致します。 

添田 博充 社会奉仕委員会委員長 

1 月 29 日大田小学校学生と一緒に芝桜を植えて参りました。 

伊勢原ロータリークラブ担当区画芝桜植え開催 

日時：2 月 4 日（土）１０：００~2 時間程 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 

ゴルフ同好会開催日程が近づいてきております、全日空の職業奉仕事業も含め参加・不参加のご意思の確認を早

めにお願い致します。 

東井 重和 ロータリー財団委員会委員長 

寄付金のお話をさせて頂きます。寄付金目標 11000 万ドル位、現在は約半分の 5500 ドル、1 人 100 ドルの

寄付金をお願いしたいと思います。個人の寄付金の状況が分からない場合は、事務局酒井さんにお問い合わせ下

さい。 

 

 

 

認定NPO法人「地域福祉を考える会」の中台和子と申します。本日は私どもの活動についてお話しさせ

ていただきます。 

「NPO法人 地域福祉を考える会」は1992年（平成4年）に結成し、まずは福祉について勉強しようというスタ

ンスではじめました。その後勉強会などをかさね「考える会」から「行動する会」へと成長してまいりました。具

体的な活動といたしまして、 

【いせはら みらいクルリン こども食堂】 

子どもから大人、一人でも家族でも、誰でもが参加でき、みんなで楽しくご飯を食べるコミュニティーです。この

食堂が皆様にとりまして安心して過ごせる場所になりますようにと開設しました。 

【友愛電話】 

伊勢原市社会福祉協議会の支援を得て、登録された独居老人、障がい者の方々に電話友だちとしてボランティアが

電話しています。週１回約１５分間お話をお聞きしています。 

【会報誌 ニュースレター】 

地域福祉を考える会では、活動の内容をお知らせするために 会報紙「ニュースレター」を発行しています。 

【子育てひろば「きらきら」】 

お母さんとお子さんが共にゆったりとした雰囲気の中でおしゃべりしたり、子育ての悩み等を共有し、子育てお母

さんの息抜きになるようなひろばを週１回開催しています。  

【成年後見事業】 

ご高齢者の財産管理（預金通帳などを管理し収入や支出記録を残す）、各種契約の代行（介護サービスの利用計画

や、施設への入所契約など）を行います。  

ほかにも【児童コミュコミュニティクラブ】【読書会】など、様々な活動を行っております。 

 

おかげさまで 2016 年 12 月から「認定 NPO 法人」となりました。国からの許可がおりた NPO 法人です。寄付

も控除が受けられるようになりました。これからも伊勢原の地域福祉活動に力を注いでまいりますので、よろしけ

ればご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

生年月日 1974 年 6 月 25 日 

秋山興業 株式会社 

卓話    認定NPO法人 地域福祉を考える会副理事長 中台 和子氏（前伊勢原市議会議員） 

 


