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ガバナー事務所より 

 ・新クラブが誕生のお知らせが配信されております。 

   第 5 グループ 相模原ﾆｭｰシティ―RC  会員数 38 名  創立年月日 2017 年 1 月 25 日 

・「女性会員増強のためのセミナー」開催のご案内が配信されております。 

  日時：3 月 4 日(土)13:00～15:00  場所：ホテル メルキュール横須賀 会費：2,000 円 締切：2/13 

・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き受けについてのお願いが届いております。 

 氏名：ガントグトヒ サラントヤ 女性 国籍：モンゴル 

 大学：東海大学 奨学期間：2017 年 4 月～２０１８年 3 月（期間 1 年） 

・会長エレクト研修セミナー(PETS)開催のお知らせが配信されております。 

 日時：3 月 14 日(火) 9:30～登録 10:00 点鐘 

場所：藤沢商工会館ミナパーク 3F＆5F 会議室/6F 多目的ホール 

登録料：1 クラブにつき 10,000 円    返信：2 月 28 日(金)迄 

・青少年交換委員会留学生 京都・広島研修旅行 代金振り込みの件が配信されております。 

3 月 16 日～18 日に京都・広島研修旅行が開催 

旅程表と御請求書を添付 2 月末までの旅行代金振込 

◎旅費￥79,000 は、来日時に学生が持参 

・インターアクト一泊研修会参加者募集の件(青少年交換学生各位) 

日程：2017 年３月 25 日（土）～26 日（日）  場所：七沢自然ふれあいセンター 

集合：３月 25 日（土） ９時 30 分 小田急本厚木駅→専用バスにて現地へ 

解散：   26 日（日）15 時 30 分 専用バスにて本厚木駅へ 

費用：1,000 円（宿泊、日帰り同額）   出欠：2/17(金)迄 

◎参加希望者は、別紙「参加承諾書」と参加費 1,000 円を 3 月 4 日（土）のオリエンテーションに持参 

ロータリーの友事務所より 

 2017-2018 ロータリー手帳予約受付のお知らせ 

 1 部 定価 600 円＋消費税(送料別) 締切：2/25 迄 

2/ 22 第2481回 卓話：佐伯妙有氏(ひかり幼稚園園長) 

3/ 1 第2482回 卓話：遠藤郷平君 

3/ 8 第2483回 卓話：荒巻哲朗君・大澤守門君 

3/11(土) 第2484回 インターシティーミーティング 

3/13 羽田空港工場見学ツアー（出席扱い） 

3/15 第2484回 振替休会：インターシティーミーティング 

お客様 

司会・進行   井戸川秀治会長エレクト 

２０１６ 

 

２０１７ 

〜かｋ～ 
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高橋 力様(I・M 実行委員長 中央 RC) 

任 成旻様(米山奨学生 中央 RC) 

柏木 貞俊様(いせはら芸術花火大会実行委員会委員長) 

高橋  誠様(いせはら芸術花火大会実行委員会副委員長) 

 

会長挨拶 

今後の予定 

 

 

 

 

 

芝桜プロジェクト 

1 月 30 日(月)太田小学校卒業記念植栽 

その様子は 2 月 3 日(金)号タウンニュースに 

記載されました。 

2 月 4 日(土)伊勢原 RC 植栽作業 

台湾親善交流野球大会 

2017 年 8 月 24 日・25 日台湾で試合予定 

実行委員会を立ち上げ、本年度ふれあい授業に 

続き奉仕事業第３弾も進んでおります。 

幹事報告 

 

  第 2479 回 例会       

 

平成 29 年 2 月 8 日(水)晴れ 
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ロタリーソング     



 

 

第 7 グループより 

 ・第２回「 I・M 実行委員会」のご案内が届いております。 

  日時：2 月 15 日(水)18:00～ 場所：こみや 返信：2/13 迄 

・ガバナー補佐杯ゴルフ大会開催のご案内が届いております。 

日時：3 月 23 日(木) スタート：アウト 8:30 イン 8:30  場所：伊勢原カントリークラブ 

参加費：3,000 円   プレー費：各自精算 12,000 円程 

参加者名簿：2 月末迄  

・会長幹事会のお知らせ  2 月 23 日(木) 18:30～ 場所：一の屋 会費：5,000 円 

例会変更のお知らせ 

 伊勢原平成 RC 

２月 14 日(火)  通常例会 → 特別休会に変更 

２月２８日(火)  夜間例会 → 通常例会に変更 

例会出席扱いいついて 

2 月 4 日(土) 伊勢原 RC 植栽・3 月 13 日(月)羽田空港全日空整備工場見学ツアーは出席扱いとなります。 

出席者は事務局にお知らせ下さい。 

 

スマイル報告  山田 昌紀 スマイル委員長 . 

高橋  力様 

任   成旻様 

3月11日(土)の I・Mと3月23日(木)ガバナー補佐杯ゴルフコンペのお願いに参上しました。

米山奨学生の任君と。よろしくお願い致します。 

村上 一秋君 I・M 副実行委員長の高橋トム様、そして柏木様、高橋様ようこそおいで下さいました。 

田中  徹君 I・M 副実行委員長の高橋さん、米山奨学生イム ソンミン君、 I・M よろしくお願いします。 

井戸川秀治君 
I・M 副実行委員長 高橋様、米山奨学生 任君。いせはら芸術花火大会実行委員会 柏木様、高

橋様、ようこそ。2 年ぶりの花火大会楽しみにしています。体に気を付けて頑張って下さい。 

内田 智久君 花火の皆様大変ご苦労様です。2 年分タマッタものを一気に噴出して下さい。 

築城 忠生君 いせはら芸術花火大会実行委員会 柏木様、高橋様、ようこそいらっしゃいました。 

萩原 鉄也君 
柏木さん、高橋誠さん、高橋先生 伊勢原ロータリークラブへ ようこそいらっしゃいました。

よろしくお願いします。 

外谷 正人君 
いせはら芸術花火大会実行委員会 柏木様、高橋様、中央 RC 高橋様、任様、ようこそお越し

下さいました。毎度の事ですが、楽しんで下さい。 

大澤 守門君 

芝桜プロジェクトご参加の皆さん、お疲れ様でした。いせはら芸術花火大会実行委員会委員長 

柏木さん、副実行委員長 高橋さん、ようこそ伊勢原 RC へ。感動の花火大会を楽しみにして

います。 

田村 貴寿君 
中央 RC 高橋様、米山奨学生 任成旻、花火大会 柏木様、高橋様、ようこそいらっしゃいまし

た。萩原さん卓話楽しみにしてます。 

山田 昌紀君 

I・M 副実行委員長 トム様、米山奨学生 任君、いせはら芸術花火大会 柏木様、高橋様、 よ

うこそいらっしゃいました。花火大会当日は警備のボランティアをしています。ある意味特等

席で見られます。萩原鉄也さん、卓話頑張って下さい。 

〃 
2/3 節分の日、娘達が通う幼稚園・保育園でも鬼が登場したらしく、特に 5 歳の長女は、鬼

が恐ろしかったのか泣きながら教室を飛び出し、大騒ぎだったようです。 

会員誕生祝い 

野中 敏幸君➞誕生日を祝って頂きありがとうございます。92 歳になりました。 

井戸川秀治君➞誕生日をお祝い頂きありがとうございます。55 歳になりました。今年は Go・

Ｇｏ ロータリーライフ楽しみます。 

堂前 慶之君➞誕生日をお祝い頂きありがとうございます。ついこの間 50 歳になっちゃった

と思っていたら、あっという間に 51 歳になっちゃいました。年を取る感覚っ

て加速して早くなっていきますね。 

奥様誕生祝い 
大谷  聰君➞妻の誕生祝って頂き、ありがとうございます。スッカリ忘れておりました。 

「スマン」です。 

結婚祝い 

篠﨑 文一君➞結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。早いもので 23 年が過ぎまし

たが、相変わらず毎日仲良くさせて頂いています。これからもずっと仲良くい

られる様に、お互いに寄り添いながら生きてまいります。 

創立祝い 

市川 正孝君➞創立記念ありがとうございます。丁度 11 年前の 2 月 8 日水曜日が、開院日

でした。やはり今日の様に良い天気だったと思います。月並みですが、昨日の

様に思い出します。大家の飯田さん、今後共よろしくお願い致します。 

スマン 東   学君➞本日仕事の為、早退します。スマンです。 



 

 

 

 

 

 

 

出席報告  外谷 正人 出席副委員長 

 

 

 

高橋 力様 ( I・M 副実行委員長 伊勢原中央 RC)   

任 成旻様 (イム ソンミン 米山奨学生) 

I・M 開催について 

日時：平成 29 年 3 月 11 日(土) 

内容：【心のふれあい】各ロータリークラブより発表 

    【毒蝮三太夫】  午後から 1 時間心のふれあいについてお話し頂きます 

ガバナー補佐杯開催について 

日時：平成 29 年 3 月 23 日 8:00 集合 

場所：伊勢原カントリークラブ 

会費：参加費 3,000 円 プレー費（食事付）12,000 円程 

 

柏木貞俊様 (いせはら芸術花火大会実行委員会委員長) 

  いせはら芸術花火大会 

 筑城 忠生特別役員、渡邊健樹幹事、 ポスター制作大澤守門君担当となっております。 

花火の打ち上げの位置が成城大学よりにずれました、ずれたことにより伊勢原市の野球場自由席が観覧エリアと

して使える様になりました、伊勢原市外からお金を得るためにチケットぴあのみの販売とさせて頂きます。以上

プラス面では席が増えました。 

マイナス面では福島より馬が 20 頭運動公園の近くに被災して避難してきております。こちらには、対策が必要

になって参ります。濱田精麦様、堂前保健サービス様より協賛金のご入金を確認させて頂いております。是非皆

様の協賛金のご協力お願い致します。 

高橋 誠様(いせはら芸術花火大会実行委員会副委員長) 

花火大会も第 6 回を迎える事になりました。今後も是非宜しくお願い致します。 

 

 

 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 職業奉仕委員会委員長 

ガバナー補佐杯開催について 

日時：平成 29 年 3 月 23 日（木） 

場所：伊勢原カントリークラブ 

参加締め切りは 2 月 22 日例会時となります。出欠表を入口に置いておきますご記入お願い致します。 

羽田空港工場見学会 

日時：3 月 13 日（月） 

40 名の枠で確保しております、現況 10 名程の参加者となっておりますので、是非ご家族お誘い合わせの上、

ご出席頂けます様お声掛けの程宜しくお願い致します。 

こちらの出欠も 2 月 22 日締切となりますので、是非出欠回答宜しくお願い致します。 

田中 徹 幹事 

ソロプチミスト3月の講演会・落語チケットが10枚程ございます。クラブ負担となっておりますので無料です。 

ご参加お願い致します。 

加藤 桂君 

がんスクリーニングに関して 

日時：平成 29 年 2 月 16 日（木）2 月 17 日（金） 

   14:00-14:30 

場所：東名厚木メディカルサテライトクリニック健診センタ－ 

 

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  
東井 重和君➞青少年交換委員会 
外谷 正人君➞第 2 回地区補助金説明会 
芝桜プロジェクト 
田中・井戸川・堂前・大谷君・多田・飯田 
萩原・松下・内田・仲西・東井・小山 
戸田・外谷・濵尾・大澤 (敬称略) 

57 54 37 68.51 修正なし 

委員会報告 

お客様 

おめでとうございます 

 

 



 

 

 

こんにちは萩原です。本日は皆様にもご協力いただいております「芝桜プロジェクト」についてと「伊勢原市議会

の取り組み」についてお話しさせていただきます。 

 

まず、「芝桜プロジェクト」についてですが、ご存知の通り、渋田川の土手に芝桜が植えてあります。あれは30

年以上前から自治会の人たちが芝桜を栽培・管理してくれています。しかし、管理されている方々もご高齢化して

いるため、エリアごとに栽培するオーナー制にということになりました。先日は穴を掘って小学生80人によって植

栽、その後ロータリーのみなさんにも植栽をしていただきました。ありがとうございました。今後もどうぞご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 

つづいて「伊勢原市議会の取り組み」について。2013年に「事業仕分け」を開始しました。事業のムダを省くこ

とが中心なのですが「開かれた議会」「住民の参加」こういったことも目的にしました。1回目は大田ふれあいセ

ンターの運営費、マッチワーク伊勢原、あやめの里づくり推進委託事業費について。2回目は選挙人名簿から無作

為に抽出した1000人の中から希望者に「市民判定人」として参加していただき「市役所の窓口センターの運営費」

「みどりのまち振興財団の公益事業費」「公立保育所の運営費」の仕分けを行いました。3回目は「子ども科学館」

「キャンプ場、森のコテージ、学習センター」を、4回目は「公園」「小学校のパソコン導入経費」について行い

ました。実際、参加された市民の方に意見を聞くと「良い、やや良い」、この方法でこれからも続けてほしいとい

う答えが半数以上を占めました。さらに税金の使われ方への関心について8割以上が高くなったと回答。事業への

理解が深まったと回答した方は約9割いらっしゃいました。このようなアンケートを無作為抽出で行ったのは全国

で初の取り組みです。無作為抽出という方法によって「意識は高いが市政とは接点がない住民の方々」に参加して

いただくことが出来ました。 

 

また「伊勢原市議会町づくり検討会議」を起ち上げました。これは「市政に関する重要な施策や課題等について全

議員で調査・研究・検討し、さらに市民意見を取り入れて政策提言を行うことを目的」としています。2 年サイク

ルで活動しタウンミーティングを開催し結果を市長に提言します。具体的な取り組みテーマは、総務常任委員会が

「市民の力を活かした町づくり」、教育福祉常任委員会が「子ども政策 伊勢原っ子を守り育てる」、産業建設常任委

員会が「広域幹線道路を利用した町づくり」、議会運営委員会が「市民への情報発信と広報機能の充実」でした。タ

ウンミーティングでは140名もの方が来てくださいました。提言内容はフェイスブックでもアップする予定です。

ぜひご確認ください。 

 

ロータリー出身の市議会議員としてこれからも市民の皆さんの意見をもっともっと取り入れられるよう市政に取り

組んでまいります。引き続きご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

 

卓話  「芝桜プロジェクト」について 「伊勢原市議会の取り組み」について  萩原 鉄也君   

 


