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伊勢原 RC の紹介をさせて頂きます。 

1969 年 5 月 7 日創立。 

本日 48 周年創立記念祝いでございます。 

チャーターメンバーが 36 名。現在 5 名の 

メンバーが残っております。 

会員数 57 名、平均年齢 57.36 歳です。 

今年度は地区補助金で渋田川の整備を行いました。 

次年度は、伊勢原の小学生の学童野球を台湾へ派遣 

させ親善交流試合を行う予定になっております。 

今年度、次年度と 2 年連続地区補助金を利用した 

奉仕活動を行っております。 

 

 

ガバナー事務所より 

・5 月のレートのお知らせが届いております。 

1 ドル＝110 円 

・地区「新会員の集い」のご案内が配信されております。 

 日時：5 月 20 日(土) 17:00 開演  

会場：藤沢商工会館「ミナパーク」会議室  

資格：登録 3 年目までの会員 

登録料：1 名 5,000 円  

出欠返信：5/10(水)迄 

・2020 年日本のロータリー100 周年に関するアンケートご協力のお願いが配信されております。 

 回答返信：5/19(金) 

・2017-2018 年度会長・幹事・次年度役員の皆様へ 

 次年度の会員増強目標、寄付目標を、ロータリークラブ・セントラルより入力するよう、ご協力のお願いが配信

されております。 

例会変更のお知らせ 

 伊勢原平成 RC 

５月  9 日(火) 通常例会 → 特別休会に変更 

5 月 16 日(火) 移動例会 → 通常例会に変更 

伊勢原観光道灌まつり実行委員会より 

第 50 回記念伊勢原観光道灌まつり第 1 回実行委員会の開催のお知らせが届いております。 

日時：5 月 17 日(水) 14:00～  

場所：伊勢原市中央公民館 1 階 展示ホール 

FAX 返信：5/10 迄 

5/17 第2493回 卓話：多田政弘君 

5/24 第2494回 卓話：小山博正君・築城忠生君 

5/27 第2495回 移動例会：親睦バス旅行 

5/31 第2495回 振替休会(5/27 親睦バス旅行) 

今後の予定 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

  第 2492 回 例会       

 

平成 29 年 5 月 10 日(水)雨  

 

 
 

 
    

青少年交換留学生   

２０１６ 

 

２０１７ 

〜かｋ～ 

スカイ・アン・ランツさん 
           

会長挨拶 お客様   

          村上 一秋会長  
              

            君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(篠﨑文一会員) 

 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

点 鐘   

井戸川秀治会長エレクト 

ロタリーソング     

米山奨学生   

司会・進行   

ガントグトヒ・サラントヤさん 
           

坂根 隆志様 (ふじさわ湘南 RC 会長) 

中田 隆之様 (ふじさわ湘南 RC) 

大澤伊知郎様(ふじさわ湘南 RC) 

布施 洋平様 (ふじさわ湘南 RC) 

加藤 真代様 (ふじさわ湘南 RC) 

松下   力様 (ふじさわ湘南 RC) 

小川 隆之様 (ふじさわ湘南 RC) 

市島  徹様 (ふじさわ湘南 RC) 

山本 忠博様 (ふじさわ湘南 RC) 

保田 嘉彦様 (ふじさわ湘南 RC) 

横田 晃一様 (ふじさわ湘南 RC) 

 



 スマイル報告   山田 昌紀 スマイル委員長 

 

伊勢原国際交流委員会より 

 平成 29 年度伊勢原国際交流委員会総会開催ご案内のお知らせが届いております。 

 日時：5 月 22 日(月) 18:00 開会 会場準備の為 17:00 集合 

 場所：いせはら市民活動サポートセンター 

 返信：5/15 迄にハガキ投函 

伊勢原市交通安全対策協議会より 

 伊勢原市交通安全対策協議会総会開催ご案内のお知らせが届いております。 

 日時：5 月 16 日(月) 15:30～ 

 場所：伊勢原市役所 2 階 2C 会議室 

フィリピン 3860 地区シキホール島セントラル RC 会長 原田 淑人様より 

 「モリンガ茶を飲んで島の子の支援ご協力を！」のお願いが届いております。 

新会員推薦状 

 本日理事会にて承認頂きましたので、推薦状回覧致します。 

 堀口 雅巳様 1957 年 10 月 5 日生まれ 株式会社 望星薬局 

 

 

坂根 隆志様 伊勢原ロータリークラブの皆様、本日はどうぞよろしくお願いします。 

村上 一秋君 ふじさわ湘南ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいました。 

田中  徹君 
ふじさわ湘南ロータリークラブの皆さん、ようこそいらっしゃいました。今日はお手柔らかに

お願いします。米山奨学生サラさん、留学生スカイさん、ようこそいらっしゃいませ。 

井戸川秀治君 ふじさわ湘南 RC の皆様、ようこそいらっしゃいました。野球楽しみましょう。 

堂前 慶之君 
ふじさわ湘南 RC の皆様、ようこそおいで下さいました。大歓迎デス。ガングトヒ・サラント

ヤさん、スカイちゃんようこそ。 

飯田 隆三君 
ふじさわ湘南ロータリークラブの皆様、ようこそおいで頂きました。歓迎申し上げます。野球

頑張って下さい。親睦も大切に！米山奨学生サラさんようこそ。 

松下  孝君 
ふじさわ湘南 RC 坂根会長以下野球同好会の皆様、ようこそ伊勢原に。あいにくの天気ですが

友好を深めましょう！ 

〃 米山奨学生のサラさん、しっかり勉強して日本とモンゴルの友好い貢献して下さい。 

〃 伊勢原 RC48 周年にスマイルします。 

内田 智久君 雨は私のせいではありません！ 

東   学君 
ふじさわ湘南 RC の皆さん、ようこそ伊勢原へ。今日一日楽しんで行って下さい。よろしくお

願いします。 

外谷 正人君 

伊勢原 RC48 周年おめでとうございます。ふじさわ湘南の皆様、ようこそお越し下さいまし

た。例会の後の野球を楽しみにしております。スカイちゃん、サラさんも楽しんで行って下さ

い。 

土屋  修君 
ふじさわ湘南 RC の皆様、ようこそお越し下さいました。あいにくの天候ですが、何卒宜しく

お願い致します。 

濵尾ゆかり君 
ふじさわ湘南 RC の皆様いらっしゃいませ。本日は宜しくお願い致します。サラちゃんこれか

ら宜しくお願い致します。 

大澤 守門君 
伊勢原 RC の創立をお祝いして。スカイの最後の日本での時間をお祈りして。サラちゃんのこ

れからの活躍を期待して。ふじさわ湘南RCの皆さんようこそ！本日はよろしくお願いします。 

田村 貴寿君 
ふじさわ湘南 RC の皆様、ガントグトヒ・サラントヤさん、スカイちゃん、ようこそいらっし

ゃいました。 

山田 昌紀君 
ふじさわ湘南 RC の皆様、ようこそいらっしゃいました。サラさんこれからよろしく！ 

スカイさんあと少しですね。 

〃 
GW 前半、1 泊 2 日でカミさんの実家北海道へ行って来ました。味噌ラーメンに始まり、寿司、

ジンギスカン、スープカレーとグルメを堪能してきました。体重増は言うまでもありません。 

会員誕生祝い 

西部 康男君➞誕生祝い頂きありがとうございます。 

東井 重和君➞47 才になりました。まだまだこれからです。サラさん頑張りましょう。 

田村 貴寿君➞誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

結婚祝い 

遠藤 郷平君➞結婚祝いありがとうございます。53 年目となります。まだまだ現役で頑張っ

ています。これからも元気で仲良くして行きます。幸子さんよろしくお願いし

ます。 

創立祝い 
多田 政弘君➞創立記念を祝って頂きありがとうございます。46 年経ちました。50 周年ま

でには引退できるように頑張ります。 



出席報告   外谷 正人 出席副委員長 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

喜寿のお祝い 遠藤 郷平君 

会長より お客様へご紹介 

パストガバナー補佐という重要な地位も経験され、尚且つ 65 歳でベンチャー企業を立ち上げ、 

今もなお開発をされていらっしゃる現役真っ盛りの方でございます。 

遠藤 郷平君 

サプライズで驚いております。77 歳といっても自分ではまだまだ若いつもりでおります。 

ロータリーライフも楽しんで行きたいと思っておりますので、皆様よろしくお願い致します。 

 

 

 

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさんに 5 月分奨学金が手渡されました 

東井米山奨学カウンセラーより紹介 

4 月～9 月までご一緒させて頂きます。サラさんと呼んで下さい。 

貴重な財源を使って活動していくので、私もさらに理解を深めて頑張っていきたいと思います。 

サラさん 

        皆さんこんにちは。モンゴルのウランバートル出身サラントヤと申します。東海大学大学院１年 

生です。将来日本語の先生になりたいので、日本語教育専攻で勉強しています。これからお世話 

になります。よろしくお願い致します。 

 

青少年交換留学生 スカイさんに 5 月分お小遣いが手渡されました 

皆さん今日は。2 ヶ月位で直ぐ帰ります。でも少し帰りたくない。ちょっと暖かくなってきた 

でしょ。もう直ぐ夏…。よろしくお願いします。 

 

 

 

坂根 隆志様 ふじさわ湘南 RC 会長  

              本年度ふじさわ湘南 RC 会長を務めさせて頂いております坂根隆志と申します。本日は私を含め

11 名参加させて頂きました。ありがとうございます。本日創立 48 周年記念例会という事で、お

めでとうございます。そしてお祝いの方々おめでとうございます。 

              ここで少しふじさわ湘南 RC の紹介をさせて頂きます。昨年 15 周年を迎えました。相澤パストガ

バナーがチャーターメンバーとして設立して頂いたクラブとなります。現在 36 名、平均年齢 49

歳です。次年度野球はふじさわ主観なので、是非藤沢の地にお越しいただけたらと思います。 

            本日は楽しく過ごさせて頂きます。 

 

山口 知英君➞創業 63 年になります。これからもお客様に喜ばれる様頑張ります。 

堂前 慶之君➞創立をお祝い頂きありがとうございます。19 年目を迎える事が出来ました。

益々頑張ります。 

加藤  桂君➞ふじさわ湘南 RC の皆さまようこそおいで下さいました。楽しんで行って下さ

い。サラさん、しっかり学んで、しっかり遊んで､思い出沢山作って下さいネ。

創立記念を祝って頂きありがとうございます。今年で 12 年目になります。社

員の皆様が一層幸せになれる様頑張りたいと思います。 

入会祝い 

荒巻 哲朗君➞入会を祝って頂きありがとうございます。やっと 20 年になり今日は成人式か

な？ふじさわ湘南 RC の皆さんユニホームが素敵ですネ！ 

小泉隆一郎君➞入会 14 年目になります。時の経つのは早いですね。 

猪熊 正美君➞5/6 からスカイが来ました。楽しい 2 ヶ月を過ごしたいと思います。それと

お弁当も頑張ります。 

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     
東  学君➞クラブ管理運営委員会 
東井重和君➞青少年交換委員会 57 54 31 57.40 修正なし 

おめでとうございます 

 

 

お客様ご挨拶 



 

 

内田 智久 親睦活動委員会委員長 

親睦バスツアー 

日時：5 月 27 日(土) 伊勢原駅北口 市営駐車場前 8:00 出発 

松下 孝 ゴルフ同好会幹事代理 

第 3 回 村上・田中年度ゴルフコンペ開催 

日時:5 月 15 日(月) 8:00 集合 場所：厚木国際カントリークラブ 表彰式は【どん底】で開催致します。 

小山 博正 青少年奉仕委員長 

交換留学生 スカイ・アン・ランツさん 

5 月 6 日に最後のホストファミリー猪熊正美さんのお宅に引っ越し致しました。 

6 月 30 日が学校登校最終日となります。7 月 17 日帰国の予定です。 

青少年奉仕委員会の事業として、地域の子供たちと交換留学生の交流をさせたいと伊勢原市と検討しております。

大山小学校は国際交流・英語に力を入れているので、学校側と内容は検討し予定は 6 月半ばから 7 月初旬を目

安にしております。詳細は決まりましたら、皆様にお伝え致します。 

 

 

 

「日本酒の製造」をやっております。創業は大正元年ですのでちょうど 105 年となります。私が社長をさせても

らっている期間にも栄枯盛衰がございまして、今、日本酒は大変な時期を迎えております。最近は日本酒人気が復

活か？などとも言われておりますが、結局、輸出を行っている会社の業績がいいわけです。一方で国内販売は完全

に落ち込んでおります。私の会社は国内販売専門ですのでなかなか大変な状況になっております。 

さて本日は伊勢原ロータリークラブの創立記念日に近い例会ということで、創立当時のお話をしたいと思います。

私が入会した頃は伊勢原 RC はまだなくて、秦野 RC に入会いたしました。1965 年、昭和 40 年の 7 月ちょうど

今から 52 年前のことです。つまり私は 52 年間 RC に入っているということになる訳です。入ったときの私の年

齢は 33 歳。当時の秦野のメンバーの中で一番私が若かったことになります。当時の秦野 RC は 38 名、うち明治

生まれの方が 16 名、大正生まれ 18 名、私を含めた昭和一桁生まれが 4 名でした。入会のきっかけは「茶加藤」

の加藤さんのおじいさんにあたる加藤宗
そう

兵衛
べ い

さん、代々そう名乗るそうなのですが、本名はじゅんぞうさんに、会

うたびに｢入会しないか｣と誘われたのがきっかけです。その加藤さんは 1961 年、昭和 36 年秦野の創立会員でし

た。当初 7 名の設立会員のうち、一人だけ加藤さんが伊勢原から入会したそうです。加藤さんは後にガバナーをや

られるわけですが、当初は誘われるものの、興味もなく、入会する気もございませんでした。昭和 40 年 7 月 7 日、

加藤さん、浜田さん、医師であった飯塚先生、薬局をしていた鳥居さんの 4 名の方が家に来て誘うものですから、

そこで観念して入会いたしました。当時は一業一会員ということでしたが、いろいろあって日本酒の酒蔵が何軒か

あったのですが、結果的に私にお鉢が回ってきたという感じでした。 

そのときに私と一緒に入会された方が 4 名おります。精麦業の米山さん、呉服商のこしみずさん、金物や建材を扱

う山田さん、文具や書籍のきよのさん、私も入れて 5 名が伊勢原から入会いたしました。秦野に入って初めて例会

に出席したのが昭和 40 年 7 月 20 日。当時秦野の例会は火曜日でした。加藤さんからスマイルを千円入れるんだ

よと言われ、意味もわからずやっていたのを覚えています。2 回目の例会はすぐにあったのですが、早速欠席する

ことになりました。当時入っていた青年会議所の仲間とゴルフコンペがあったというわけです。そうなるとすぐに

メイクアップに行けということで、平塚 RC に行くことになりました。いい思い出です。 

青少年委員長をやったときは、当時はボーイスカウトを一生懸命やっていて、ボーイスカウト 5 周年のとき、団員

長もやりました。まあ当時の思い出話が長くなりましたが、時間になりました。 

みなさま、ご清聴ありがとうございました。 

 

委員会報告 

卓話     吉川 昌男君          創立当時の思い出  


