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吉川 昌男君  

ロータリ－財団  

ポ－ル・ハリス・フェロ－ ４回目  

 

井戸川秀治君  

ロータリ－財団  

ポ－ル・ハリス・フェロ－ 1 回目 

 

横浜銀行さんにお礼 

伊勢原 RC 事務局は、横浜銀行支店内

をお借りしております。会長からお礼

が手渡されました。 
 

 

ガバナー事務所より 
・青少年交換委員会「歌舞伎鑑賞教室のご案内」が配信されております。 
 日  程  2017 年 6 月 24 日（土）14：30 ～ 16：30（予定）  
集  合  14：00 ＠国立劇場 正面玄関前 
チケット手配済みとなっておりますので、私用による欠席等が無いよう 
交換学生に改めてお伝えください。 

・地区 R 財団＆補助金管理セミナー 開催のご案内が配信されております。 
 日 時  2017 年 7月 15 日（土） R財団セミナー13：00～／補助金管理セミナー15：15～  
場 所  JR 辻堂駅北口 アイクロス湘南 6 階「E会議室」 
※出席者のご登録は、7月 10 日（月）までにお願い致します。 

・米山奨学生カウンセラーアンケート ご協力のお願いが配信されております。 
8 月 26 日（土）に開催の米山奨学セミナー終了後、カウンセラーとの座談会（カウンセラー会議）
を開きます。座談会を進めていく参考として、カウンセラーの皆様にアンケートのご協力をいただき
ますよう、お願い申し上げます。 

伊勢原市野球協会より「平成 29 年度学童部夏季大会」のご案内が届いております。 
 開会式 ７月  ２日(日)  ８：00 より 太田小学校 
 閉会式 ７月 16日(日) 13：00 より こどもスポーツ広場 
いせはら市展実行委員会より表彰式ご臨席のお願いが届いております。 

日 時  6 月 25 日(日)  13：00～14：30    受付 12：30  
場 所  伊勢原市立中央公民館 2 階 レクレーション室 

伊勢原市交通安全対策協議会より平成 29 年度伊勢原市交通安全対策協議会総会資料が届いております。 

6/ 28 第2499回 夜間例会：納会(桂花楼) 

7/ 5 第2500回 クラブ協議会(会長・役員所信表明) 

7/12 第2501回 クラブ協議会(委員長所信表明) 

7/19 第2502回 ミニ卓話 

7/26 第2503回 スポーツ振興基金贈呈式 

  
第 7G AG  長谷部俊夫様(伊勢原中央 RC)          

第 7G 幹事   小西 英昭様(伊勢原中央 RC)      

第 7G 会計   柳川 正男様(伊勢原中央 RC)          

次年度第 7G AG   深石 純一様(秦野 RC) 

次年度第 7G 会計   安江   惠 様(秦野 RC) 

 

 

  第 2498 回 例会       

 

平成 29 年 6 月 21 日(水)雨  

 

 
 

 
    

幹事報告 
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会長挨拶 

今後の予定 

 

 

 

 

 

          村上 一秋会長  
              

            我らの生業 

四つのテスト(築城忠生会員) 

 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

点 鐘   

井戸川秀治会長エレクト 

ロタリーソング     

司会・進行   

 お客様   



出席報告   戸田 裕士 出席委員長 

お客様ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７グループガバナー補佐 長谷部 俊夫様 (伊勢原中央 RC)  

１年間本当に皆様ありがとうございました。これからも伊勢原クラブに増強を頑張って頂      

き、伊勢原を引っ張って行って頂きたいと思います。 

次年度第７グループガバナー補佐 深石 純一様 (秦野 RC) 

新年度は 9/27 にガバナー訪問がございますので、9/13 に事前打ち合わせとして伺わせて

頂きます。7 月以降皆様のご協力を頂いて、第 7 グループが上手く運営して行くよう努力致

しますので、よろしくお願い致します。 

長谷部俊夫様 

小西 英昭様 

柳川 正男様 

一年間大変お世話になりました。光陰矢の如し、本当にありがとうございました。これからも

ご指導宜しくお願い致します。 

深石 純一様 

安江   惠 様 
挨拶に伺いました。次年度宜しくお願い致します。 

村上 一秋君 長谷部様、小西様、柳川様、深石様、安江様、ようこそおいで下さり、ありがとうございます。 

田中  徹君 
長谷部補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計、一年間ありがとうございました。次年度

深石補佐、安江グループ会計、これから一年間よろしくご指導願います。 

井戸川秀治君 
長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計、次年度深石ガバナー補佐、安江

グループ会計、ようこそおいで下さいました。歓迎致します。 

〃 村上会長・田中幹事、1 年間お疲れ様でした。来週納会まで頑張って下さい。 

荒巻 哲朗君 
長谷部ガバナー補佐と地区役員の皆様、一年間有難うございました。今後共ご指導よろしくお

願い致します。会長・幹事お疲れ様。 

飯田 隆三君 
第 7 グループ本年度ガバナー補佐長谷部様、小西様、柳川様、1 年間御苦労様でした。次年度

ガバナー補佐深石様、会計安江様、来年度よろしくお願い致します。 

小泉隆一郎君 
第 7 グループ本年度ガバナー補佐長谷部様、小西様、柳川様、1 年間御苦労様でした。次年度

ガバナー補佐深石様、会計安江様、来年度よろしくお願い致します。 

東   学君 
長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計、一年間お世話になりました。深石

ガバナー補佐、安江グループ会計、次年度よろしくお願い致します。 

外谷 正人君 
長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計、一年間お世話になりました。深石

ガバナー補佐、安江グループ会計、次年度よろしくお願い致します。 

〃 

先週末～月曜日まで旅行で北海道に行って来ました。ゴルフを 2 ラウンドしましたが、115 と

125 と本当にヒドイスコアになってしまいました。これもダイエットのせいではないかと、自

分なりに良い方に考えて納得させました。ちなみに 3 ヶ月で 11 ㎏減です。 

田村 貴寿君 
第 7 グループ本年度ガバナー補佐長谷部様、小西様、柳川様、1 年間御苦労様でした。次年度

ガバナー補佐深石様、会計安江様、来年度よろしくお願い致します。 

山田 昌紀君 
長谷部ガバナー補佐、小西グループ幹事、柳川グループ会計の皆様、1 年間ありがとうございま

した。次年度深石ガバナー補佐、安江グループ会計、1 年間よろしくお願いします。 

会員誕生祝い 

𡈽屋 修君➞誕生日を祝って頂きありがとうございます。今月の 30 日で 49 歳になります。

今年は変化の多い年となりますが、何事もチャンスと思い乗り切って行きたいと

思います。 

秋山哲也君➞誕生日を祝って頂きありがとうございます。43 歳になりました。 

スマン 

松下 孝君➞本日福岡オフィスの開所式で、福岡出張です。福岡 RC にメイクアップします。

会場監督は、次年度監督の小泉さん宜しくお願い致します。 

戸田 裕士君➞会長・幹事、1 年間お疲れ様でした。来週の納会、花屋の花キューピットの総

会で残念ながら欠席です。スマンです。来年度も宜しくお願いします。 

山田 昌紀君➞来週の納会欠席します。スマンです。全員スマイルをお願いします。 

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 

なし 
56 53 35 66.03 修正なし 

スマイル報告     山田 昌紀   スマイル委員長 

 

 

おめでとうございます 

 

 



 

 

田中幹事 

台湾親善交流委員会開催 

本日例会後実行委員会を行います。委員会の方はお残り下さい。 

 

 

村上 一秋 会長 

今年度クラブテーマは、地域に奉仕するロータリアンです。 

当クラブは 50 名を超える大クラブとして、今までは親睦を中心に行って参りましたが 

大クラブと致しまして地域奉仕を重点的に行い、会としてのバランスをとると言う事で行いました。特に今期は社

会奉仕活動の芝桜のプロジェクト立ち上げが出来上がりました。 

次年度につきましても、台湾との交流等大規模に始まっておりますので、地域奉仕と言う中身はできたのではない

かと思っております。残念な点は例会出席率 70％までもっていこうと色々試みましたが 60％前半と言う結果に

なりました。前年度比数％アップと言う所で終わりました。増強につきましても、最低 60 名と言う目標でしたが、

56 名と言う結果で終わりました。7 月第 1 週 4 名の新会員が入会されます。 

 

田中 徹 幹事 

1 年間の総括と致しまして、実際幹事の仕事としましては、今回第 7 グループよりガバナーが選出されたと言う事

でかなり早い時期からの活動となり、実質 1 年 6 ヶ月この期間が幹事の期間だったと思っております。事業的なも

のを振り返ってみますと、各委員会活動の活性化、補助金を活用したプロジェクト、地域社会に貢献できる奉仕事

業の実施、青少年交換留学生と地域の子供の交流事業実施と言う形で、活動計画を掲げさせて頂きましたが、地域

に奉仕するロータリーと言う事で、幅広い面で活躍できたと思っております。 

 

井戸川 秀治 会員委員会統括委員長 

会員増強会委員維持分類に関しましては、今年度 6 名増強予定でしたが、4 名に留まりました。会員維持に関しま

しては、12 月に 1 名、5 月に 1 名会員を失ってしまいましたが、会員維持に関しては入会頂くより難しい問題と

痛感しております。広報雑誌につきましては、道灌祭りの PR・芝桜の PR していつもより頑張ったと思います。 

 

東 学 会員増強・維持・分類委員会委員長 

今年度 4 名入会頂き、2 名の方が退会 2 名増と言う結果で終わりました。 

次年度に向けて勉強になった事は、委員会のメンバーの構成に関して 3 名で構成されていた訳ですが、委員長の方

が退会されて副委員長が例会に出席さらないと言う状況でしたので、今年度は委員長が委員の皆様に密に連絡を取

り合い委員会の活性化をしてもらいたいと思います。 

 

堂前 慶之 クラブ奉仕委員会委員長 

クラブ奉仕の委員会と言うますと、クラブの活性化が大きなテーマと思います。 

出席プログラムに関しては、ゲストスピーカーをお招きし例会活性化が目標でした、結果 3 名のゲストスピーカー

の方に出席して頂き非常に良かったと思います。 

例会の中身を工夫すると言う事も求められます、出席率に関してはなかなか高まりませんが、この会場 6 割埋まっ

ていますと例会として寂しくない感じは受けますが、やはり 7 割ご出席頂きますと例会場も賑わって楽しい例会に

なると思います。 

今後は出席率向上への努力として、スポンサーの方々には欠席の続く会員さんへの声掛け 

、出席を促してみるのも良いのではないかと思います。親睦に関しては、参加者を増やすと言う事は１つの取り組

みとして良かったと思います。会報の委員会に関しては、初めての経験の中事務局の酒井さん、委員長等を含め綺

麗な会報を作ってくれたと言う事は、凄い事と思っております。スマイルに関しては、山田委員長は自らスマイル

を行い明るく楽しく今年度行ってもらいました、最終日の夜間例会には全員スマイルで締めて協力を出来たらと思

っております。 

 

戸田 裕士 出席・プログラム委員会委員長 

70％の出席率が 1 回 2 回ありましたが、出席率向上に関してはなかなか結び付きませんでしたが、来年度に関し

ても私自身も出席を続け出席率向上に努めたいと思います。 

 

濵尾ゆかり クラブ会報委員会委員長 

今年 1 年週報を作成することによって、ローターの中身も少しみえてきたと思っております。大澤副委員長・事務

局の酒井さんに支えられ駆け足で 1 年が過ぎました。またこれからも色々勉強させて頂きといと思います。 

 

山田 昌紀 スマイル委員会委員長 

メールやファックスを送るルーティンな作業が多く改めて大変さが分かりました。 

この様な事から、ロータリーの奥深さも勉強させてもらいました。 

個人的に毎回自身の日常生活・些細な幸せを基にスマイルをさせて頂きました。 

委員会報告 

クラブ協議会  

を 

 



今年度 150 万円のスマイル金額の目標としておりました、現時点今年度はマイナス 10 万円となっておりますの

で、来週の夜間例会で 150 万の目標達成できたら嬉しく思います。 

 

小山 博正 青少年奉仕委員会委員長 

留学生の受け入れ等を行っております。留学生スカイが 7 月 17 日に帰国を致します。 

今月の 28 日に大山小学校が国際交流・英語教育に力を入れておりますので、スカイを 1 日受け入れてもらい、28

日はイベントがありますので参加させて頂き、伊勢原の子供達と交流を図る事業を年度の最後に行いたいと思いま

す。 

 

外谷 正人 国際奉仕委員会委員長 

次年度台湾と行う野球大会をメインに活動して参りました。金城さんご夫婦には大変お世話になりました。台湾の

野球チームと順調に試合が行える様に井戸川エレクト・田中幹事・松下会員と 4 名で台湾に行った事は大変良かっ

たと思います。台湾高雄との打ち合わせも遠藤会員と行かせて頂き高雄のチームも台北に来てくれると確約をして

くれました事も大変良かったと思います。 

 

東井 重和 ロータリー財団委員会委員長 

今年度は自動で徴収する様になりまして 1 年目となります。寄付金が 1 万 500 ドル目標に対し達成率が 7 割程

で留まりました。 

 

萩原 庸嘉 米山奨学委員会委員長 青少年基金委員会委員長 

本年度はサウレさんが無事卒業し、次モンゴルからサラさんが来ております。 

米山奨学生と少しでも触れ合って頂き、素晴らしい奨学会の活動に賛同頂き寄付を集められればと思っておりまし

た。今年度は一律 1 万円皆様から頂きましたので安心しておりましたら、去年より寄付率が下がっておりました。 

青少年育成基金は今年度 830 万円から始まりました、今年度は繰り入れてもらい 870 万円になりました、スマイ

ルと本会計が残っておりますので今年度最終は920万位になる予想です。貯めるだけの資金ではありませんので、

執行部の方に有意義に使って頂きたいと思います。 

 

多田 政弘 クラブ研修リーダー委員会委員長 

1 年間振り返ってみますと 50 点くらいかな？と思っており、申し訳ないと思っております。 

 

飯田 隆三 友好クラブ委員会委員長 

3 年目をやっておりまして、未だかつてまだ提携ができていないと言う事に関しては大変残念に思っております。

来年度の茅野 RC 会長が高見さんと言う方です。 

この方とは個人的に交流も図っておりまして、いろんな形で交流を図って行きたいと思います。伊勢崎 RC には只

今アプローチをしております。人口は 21 万人位だそうです。次年度は井戸川会長と行って参ります。 

 

きクラブにはで 

小泉 隆一郎 クラブ活性化戦略室委員会委員長 

伊勢原クラブを活性化すると言う室ではありますが、これと言って活性化できなかった事を申し訳なく思っており

ます。活性化と言う部分では増強、新たな奉仕事業がスタートしたと言う事、来年度再び台湾との国際野球が実現

すると言う意味では、伊勢原クラブが定期的な奉仕活動に向けて活動すると言う事では非常に良かったと思います。

規定審議会における定款の変更を担当してくれと言う仰せがありまして、伊勢原クラブの定款変更の担当を行いま

した。 

 

 

 


