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第 2485 回 例会
平成 29 年 3 月 22 日(水)晴れ
会長挨拶
この優勝旗は、当クラブが平成元年スポーツ少年団
に寄贈した優勝旗です。その後毎年、伊勢原 RC の
冠を使った大会が開催されています。今年は 4 月～
5 月にかけて市内６チームで
リーグ戦を行い、優勝者は
神奈川チャンピオン大会の
権利があるそうです。

点

mail：rc1isehara@gmail.com
村上 一秋会長

鐘

ロタリーソング

手に手つないで
四つのテスト(渡邊健樹会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

お客様

井上 喜博様(秦野 RC) SFAT Isehara SC 代表
川島 正人様
SFAT Isehara SC 監督
秋山君・伊藤君・柳川君
6 年生選手

今後の予定
3/29
4/ 5
4/12

第 2486 回
第 2487 回
第 2488 回

卓話：吉川芳郎君・西部康男君
夜間例会：アルベロベッロ
卓話：みやのまえ接骨院橋本正浩院長

幹事報告
ガバナー事務所より
・2017 学年度新規米山奨学生及び継続学生のためのオリエンテーション開催のご案内が配信されております。
開催日 2017 年４月 8 日（土）
・ 9 日（日）
４月 8 日（土）10：30～11：00 受付・登録
11：00～15：50 オリエ（全体会議/分科会/全体会議）
（13：45～14：45 カウンセラー研修）
16：00～17：30 奨学生歓迎会
（12：00～16：00
学友会総会）
場 所
小田原箱根商工会議所（案内図参照）
持ち物
カウンセラーハンドブック
出欠返信：3/24
・青少年交換学生オリエンテーション 開催の件が配信されております。
日 時 2017 年 4 月 1 日（土） 15：00 ～ 17：00 オリエンテーション
内 容 オリエンテーション
交換学生スピーチテーマ「京都・広島研修旅行を終えての感想」
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ビル 6F「オリエンテーション」
出欠返信：3/27
・アトランタ国際大会と信任状の件が配信されております。
・台湾での「第 18 回ロータリー国際囲碁大会」のご案内が配信されております。
集合
2017 年 6 月 3 日（土）15：00 桃園市内のホテル住都大飯店ロビー（宿泊も）
会場
台湾・桃園市大溪区の蘿莎會館(Rosa Garden)
3 日 4 日専用バスで往復
主催
ロータリー囲碁同好会（GPFR）台湾支部
参加料 15,000 円（3 日歓迎晩餐会費、4 日懇親会費、賞品、バス代、おみやげ交換等含む）
・米山記念奨学会より ハイライトよねやま 204 が配信されております。
・例会変更のお知らせ
秦野 RC
４月 ４日(火) → 移動例会の予定でしたが通常例会となりました
４月 11 日(火) → ４月２日(日)家族親睦花見例会に振替

秦野中 RC
４月 ４日(火)
４月 11 日(火)
秦野名水 RC
４月 ６日(木)
４月 13 日(木)

→ 移動例会の予定でしたが通常例会となりました
→ ４月２日(日)家族親睦花見例会に振替

→ 夜会例会から通常例会へ変更
→ 企業・施設見学 移動例会 森永製菓見学 10：00～
点鐘・昼食 12：00～
カップヌードルミュージアム見学 14：45～
４月 20 日(木) → クラブ研修会 点鐘：16：30
懇親会：18：00～ 於：陣屋
神奈川県秦野市鶴巻北 2-8-24
４月 27 日(木) → 休会
・第 7 ガバナー補佐事務局より I・M のお礼状が届いております。
・伊勢原市地域婦人団体連絡協議会よりお礼状が届いております。
・ボーイスカウト伊勢原育成会より
平成 29 年度ボーイスカウト伊勢原育成会総会のご案内が届いております。
・認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会より
「第 81 号ニュースレター」が届いております。

スマイル報告
井上

善博様

村上

一秋君

田中

徹君

貝原 剛規

スマイル副委員長

.

本日はありがとうございます。SFAT ISEHARA SC です。今後共よろしくお願い致します。
SFAT ISEHARA SC の皆さんようこそお越し下さいました。チャンピオンシップ大会頑張っ
て下さい。
少年サッカーチームの皆さんようこそいらっしゃいました。優勝旗の披露よろしくお願いしま
す。

井戸川秀治君

本日会長エレクトセミナーの報告を致しますので、最後まで皆さんよろしくお願いします。

松下

孝君

SFAT ISEHARA SC の皆様、ようこそおいで下さいました。

渡邊

健樹君

東

学君

外谷

正人君

田村

貴寿君

会員誕生祝い

SFAT 選手、コーチの皆様、日産カップ優勝おめでとうございます。
IM の帰りに恒例の反省会が鳥好さんでありました。皆さんにいただいた差額プラスαでビッ
グスマイルになりました。皆さんありがとうございました。これからもどんどん差額をいただ
いて、スマイルしちゃいます。
SFAT ISEHARA SC の皆様、ようこそいらっしゃいました。楽しんで行って下さい。そして
4 月からの試合、頑張って下さい。
井上様、エスファットの皆様、ようこそいらっしゃいました。歌川産業協同組合で芝桜を一区
画受け持つ事になりました。枯らせないように頑張ります。
市川 正孝君➞誕生日祝いありがとうございます。昨日で 59 歳になりました。息子達は今は
離れていますが、息子夫婦達とのライングループで皆から誕生祝のメッセー
ジスタンプが送られてきました。離れていても家族が繋がっていると感じた
誕生日になりました。
戸田 裕士君➞48 才の誕生日をお祝い頂きありがとうございます。毎日充実しています。
感謝 !!
渡邊 健樹君➞誕生日をお祝い頂きありがとうございます。50 歳になりました。

結婚祝い

佐伯

崇興君➞結婚お祝い頂きありがとうございます。ますます仲良しです。

スマン

篠﨑

文一君➞申し訳ございませんが、本日途中退出とさせて頂きます。スマンです。
おめでとうございます

出席報告

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

57

55

34

出席率（％） 前々回修正出席(％)

61.81

100

事前 MUP
東
学君➞女性会員増の増強の為のセミナー
加藤 桂君➞羽田 ANA 工場見学ツアー
金城 肇君➞羽田 ANA 工場見学ツアー

お客様紹介
井上 喜博様 (秦野 RC)
SFAT Isehara
川島 正人様
SFAT Isehara SC 監督
秋山君・伊藤君・柳川君
6 年生選手

SC 代表

井上 喜博様
毎年、神奈川県チャンピオンシップ大会の予選が行われているのですが、その優勝したチームに送られていたもの
がこの優勝旗でした。昭和元年に伊勢原 RC さんからスポーツ少年団に寄贈されたものだという事を、最近気が付
きまして大変申し訳ございませんでした。長年青少年育成事業にかかわって頂いておりますので、是非この機会に
子供達の活躍を見て頂けたら幸いです。5 月 20 日(土)伊勢原市こどもスポーツ広場是非お越し下さい。

委員会報告

とおもいます
東 学 会員増強・維持・分類 委員長
新会員候補者推薦
3 月 28 日(火) の委員会延期。
次年度クラブ計画書会員名簿作成協力のお願い
後日改めてお知らせ致します。
田中 徹 幹事
スカイさん誕生日会 3 月 26 日(日)18:00～ フォーラム 246 1 階レストラン 会費 2,000 円
貝原 剛規 職業奉仕委員会委員長・ゴルフ同好会幹事
羽田空港航空機工場整備見学ツアー
3 月 13 日(月) 22 名参加。一日楽しく無事に帰ってまいりました。ご協力頂いた皆様ありがとうございました。
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 7:30 集合
3/30(木) 第 2 回ゴルフコンペ 本厚木カントリー
井戸川

秀治

会長エレクト

PETS報告

【ペッツ報告】
3 月 14 日会長エレクトセミナーのご報告をいたします。
◎10：00〜12：35［全体会議］
佐野ガバナー、大谷ガバナーの挨拶、岐阜南 RC タケコシさん、横浜 RC オザワさんらの講義がありました。
◎13：35〜15：45［分科会］
各クラブエレクトを 6 グループ 10 人ずつに分けてセッション。
「会長の役割と責務」、
「会員増強と維持について」
など
◎16：00〜18：00［財団米山マイロータリーの研修］
◎18：00〜19：20［懇親会］
【次年度（2017-2018） RI 会長の紹介】
イアン・ライズリー氏（オーストラリア在住／職業：公認会計士）
オーストラリア勲章受勲。1978 年 RC 入会。RI 財務長をはじめ、数々の RI 委員・委員長を歴任。現在、夫人、
お子さん 2 人、お孫さん 4 人で、7ha（8500 坪／東京ドーム 5.5 個分）の敷地に住み、持続可能な有機的な生
活哲学を実践。
【地区方針】
◎会員増強に重点を置く
女子会員、若年層会員の増強。現在、女性会員の比率は全世界で 20％、日本国内では 2780 地区は 9％で第 2 位。
1 位は 2750 地区の東京 RC10.4％。次年度中にこの東京 RC10.4％を上回りたい。みなさまご協力をお願い致
します。
◎公共イメージと認知度の向上を重点にメディアとの連携を密にしていく。
奉仕事業を世間に知っていただくためにはメディアとの緻密な連携が必要。RC ヘの認知度を高めて増強へとつな
げたい。
◎財団寄付
みなさんの奉仕活動への資金だと思って頂きたい。3 年後、地区に還ってくる。1 人 100 ドルをお願いしたい。
今年度は芝桜、次年度は台湾少年野球親善に申請。
◎米山奨学金
世界と日本の架け橋になる奨学金です。1 人 1 万円の寄付をお願い致します。奨学生はモンゴル出身 サラさんが
7 月からやってきます。
◎RI 会長賞
3 つの戦略目標のうち各 4 項目を達成すれば RI 会長賞が頂けるということです。獲得できるようご協力お願い致
します。
◎マイロータリー
現在、2780 地区で登録率は 18.3％です。目標は 25％以上となっております。
ご清聴ありがとうございました。

