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例会日
例会場
事務局

毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
☎0463-96-3711
〠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

第 2493 回 例会
平成 29 年 5 月 17 日(水)曇り

Fax0463-95-5313

点

mail：rc1isehara@gmail.com

鐘

村上 一秋会長

ロタリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト(𡈽屋修会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

会長挨拶
今後の予定
本日はワインについてお話したいと思います。
飲み放題などで出されるワインは、だいたい
5/24
第 2494 回 卓話：小山博正君・築城忠生君
酒屋さんで買うと 1,000 円前後のものだそうです。
5/27
第 2495 回 移動例会：親睦バス旅行
赤ワインの場合ですと、1,000 円のものが一番
5/31
第 2495 回 振替休会(5/27 親睦バス旅行)
安く 500 円単位で品質が上がっていくそうです。
6/ 7
第 2496 回 卓話：飯田歩君・濵尾ゆかり君
3,000 円のワインだと概ね良いワインだそうです。
原価 3,000 円で売価 7、8,000 円が美味しいワイン
だと思われます。ワインの原料がなぜブドウかというと、糖度がとても高いそうです。10 度後半から 20 度前半
が赤ワインの糖度で、高級ワインは 22、3 度だそうです。そして高級ワインを見分けるコツは、渋味タンニンで
す。口に含み渋味を感じ、15 秒以上余韻があれば高級ワインだそうです。タンニンの引きが重要ということです。

幹事報告
ガバナー事務所より
・次年度クラブ幹事・事務局研修のご案内が配信されております。
開 催 日：2017 年６月 3 日（土） 13:３0～16:３0
場
所：藤沢駅南口 第一相澤ビル２・８階「会議室」
返信：5/24 迄
・事務局研修のみ延期のお知らせが配信されております。
クラブ幹事研修上記通り 6/3(土)
事務局研修のみ
開 催 日：2017 年 ６月 10 日（土） 13:３0～16:00
場
所：沢駅南口 第一相澤ビル８階「会議室」
に変更となりました。
返信：5/24 迄
・青少年交換オリエンテーション開催のお知らせが配信されております。
日時：2017 年 6 月 3 日（土） 15：00 ～ 17：00
場所：藤沢駅南口 第一相澤ビル 6F「会議室」
返信：5/29 迄
・青少年交換留学生「2016-17 年度 来日学生お別れ会」のご案内が配信されております。
日
程：2017 年 6 月 16 日（金）～17 日（土）
集
合：6 月 16 日（金）10：00 藤沢駅南口 第一相澤ビル前（予定）
開催場所：須走温泉 天恵
費
用
無料
ロータリー米山記念奨学会より ハイライトよねやま 206 が配信されております。

スマイル報告
村上

一秋君

山田 昌紀

スマイル委員長

第 3 回ゴルフコンペ参加者の皆様お疲れ様でした。第 4 回コンペは禁酒します。

井戸川秀治君

先週のふじさわ湘南 RC との野球試合、大人の対応で負けましたが、懇親会では勝っていたよ
うな気がします。皆さんお疲れ様でした。貝原さん、先日のゴルフコンペ優勝おめでとうござ
います。

松下

孝君

ゴルフコンペでベスグロ頂きました。メンバーコースで面目が立ちました。

東

学君

貝原

剛規君

山田

昌紀君

会員誕生祝い

結婚祝い

創立祝い

先週のふじさわ湘南さんとの交流試合に参加された方々、お疲れ様でした。次は 10 月に本大
会があります。強いチームになる為に練習しましょう。𡈽屋さん肉離れ大丈夫ですか？
先日の村上・田中コンペで、悲願の初優勝を果たしました。入会して 3 年ブービーの常連でし
たが、この 1 年は堂前さんのアドバイスに従って地道に練習を重ね、田中さん、添田さん、外
谷さん、鈴木さんら有志の計らいで、月曜日にコース経験を積み、ハンディ MAX の 36 を最
大限に使い切り、猪熊さんの猛追を 2 打差でかわし、満身創痍念願の優勝でした。月曜日しか
仕事を休めない私に合わせてコンペにご参加頂きました皆様、プレイ中も終始声援を頂きまし
た皆様に心から感謝の意を表し賞金全額をスマイル致します。複勝に村上会長より 1 万円のギ
フトカードを頂きましたので、これは毎回気持ちよくゴルフに送り出してくれる理解ある妻と
子供達へ納めました。ありがとうございました。最後に、美味しいお酒や副賞のボールなどを
ご提供頂き、コンペを盛り上げて頂きました飯田隆三ゴルフ同好会会長、松下さん、内田さん
に厚く御礼申し上げます。
先日の月曜日母の日という事で、家の掃除、洗濯、食事の準備、全て私が担当しました。夕食
の片付けが終わった後カミさんにいわれた一言私「あなたの母親じゃないけれどー」1 週間前
に母の日のプレゼントも渡していたので、まさに「やってもうた」カミさんは全てお見通しだ
ったようです。
鈴木 康弘君➞誕生日のお祝い頂きありがとうございます。49 になります。40 代ラストイ
ヤーしっかり楽しみたいと思います。
田中
徹君➞結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。母親も特養に入り 2 人きりに
なりました。(ワンちゃんはいます)今後共仲良く 2 人で暮らしていければと思
っています。
山田 昌紀君➞結婚をお祝い頂きありがとうございます。8 年が経ちました。結婚当初の目標
であった「亭主関白」には程遠い夫婦関係です。尻に敷かれっぱなしですが、
感謝しかありません。
吉川 昌男君➞創業を祝って頂き有難うございます。卓話でお話をした通り、創立 105 年に
なります。法人になってからは 66 年になります。
おめでとうございます

出席報告

貝原 剛規 次年度出席副委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

57

54

30

出席率（％） 前々回修正出席(％)

55.55

修正なし

事前 MUP
松下 孝君→補助金支給クラブ説明会
東
学君➞補助金支給クラブ説明会
小泉隆一郎君→現・次職業奉仕委員会
相模原ニューシティーRC 認証伝達式
村上君・田中君・飯田(隆)君・松下君
萩原(庸)君・井戸川君・東井君・東君

委員会報告
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
今回バス旅行参考資料として迎賓館等のお写真を今から回覧で廻しますので、皆様ご覧になってください
東 学 地区クラブ奉仕委員会委員長
地区新会員の集い開催のお知らせ
日時：5 月 20 日（土） 17:00 開演
場所：藤沢商工会館「ミナパーク」会議室
内容：原田義之氏の基調講演その後テーブルディスカッション、大懇親会となります。

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事
第 4 回村上・田中コンペ開催のお知らせ
日時：6 月 5 日（月）
場所：太平洋クラブ御殿場
今回はバスを借り、皆さんで現地に向かおうと企画しております。
詳細はおって同好会参加者の皆様にお知らせ致します。
小泉研修リーダー

伊勢原RC 定款細則の変更に関して

【定款の変更に関して】
今回大幅に定款が見直されています。
RCは、RI国際RCで規定審議会があり世界統一の定款の元、運営を行なっています。
基本的には標準定款の通りですが、変更前の条文と変更後の条文を照らし合わせることが
できるよう資料を作成してきました。
1）新たに衛星クラブを設置
2）第13条（旧第10条）、定款細則で定める委員会 の改定
3）入会金に関する改定
4）第15条（旧第12条）、会員の身分の存続に関する改定
5）第17条（旧第14条）、ロータリーの雑誌に関する改定
6）第18条（旧第15条）、ロータリーの綱領、遵守の改定
7）第22条（旧第19条）、改正の改定
【細則の改定に関して】
1）第2節、例会の開催日に関する文言の改定
2）第6条、入会金の廃止と会費及び寄付金に関する改定
3）各委員会に設置された委員会名の改定
【補足】田中幹事
本来であれば本例会にて採決する予定ではありましたが、
追加要件が出てまいりましたので採決は6月7日の例会にて行います。

卓話

多田 政弘君

50 周年を前に

卓話の予定が変更になり、小泉さんにお願いして卓話の予定時間を伸ばしてもらいました。
私も研修リーダーですので、50 周年を迎える前に、伊勢原 RC のスタートから現在までをお分かり
いただける方法がないかと思い、今から配る写真を見ていただきながら聞いていただけたらと思
います。
この写真は、1969 年 5 月 7 日、まさに創立記念の時、鶴巻温泉こうかく園の鶴巻ホームにて撮った写真で、
この会場にいる方お二方が写っています。
吉川昌男さんは 3 列目の左から 4 番目に、濱田 PG は 2 列目の一番左、そのお隣が吉川芳郎さんです。
当時、発起人がいらっしゃいました。青木しげおさん、濱田かつやさん、飯塚きよしさん、今井ひではるさん、井
上めいしょうさん、伊藤よしおさん、加藤宗兵衛さん、越水こうぞうさん、清野ひろしさん、吉川昌男さん、宮崎
みちおさん、野沢いっぺいさん、鈴木つねひささん、米山ふじおさん、山田かめおさん、この 15 名の方が発起人
でいらっしゃいまして、私の入会時にいらっしゃったのが、今井ひではるさん、井上めいしょうさん、伊藤よしお
さん、越水こうぞうさん、この 4 名でした。設立時の入会決定者名簿に横浜銀行支店長の長坂さんという方がいら
っしゃいます。写真にもいらっしゃいます。一番上の右の方は、大野先生です。お医者さんが結構いらっしゃった
と聞いております。
加藤宗兵衛さんは 2 段目の右から 7 番目にい
らっしゃいます。濱田 PG の隣は大田さんで
す。おひと方、分からなかった方がおりまし
て
横山ひさおさんという方だそうです。一番上
の左から三番目は宮崎みちおさんです。
我々が今写真を撮って、50 年経って思い出せ
ますでしょうか？
今日は吉川さん、濱田 PG の記憶力に大変驚
かされました。とても素晴らしいですね。
お時間となりました。ありがとうございます。

