
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私がロータリーに入会したきっかけは、14 年前 
スポンサーである方に、ラーメン屋でいきなり「ロー 

タリーに入らないか？」と言われたのが始まりでした。 

その時は、入りますとは一言も言わないままラーメン 

と餃子をご馳走になりました。数日後、電話があり 

「ちょっと井戸川君、フルネームと生年月日と会社名 

を FAX で送ってくれないか」と言われたので送って 

おきました。その事などすっかり忘れていたある日、 

自治会のソフトボールに参加したところ他クラブの方 

から「伊勢原 RC に入りたがっていたのは君か」と 

言われ、驚きいた私は翌日スポンサーに「ロータリー 

などとてもじゃないですけれど入れません」とお断り 

すると「大丈夫、もうクラブには回しておいたから入 

れるよ」と耳を疑うような返事がございました。私は 

一言も入ると言っていないのに、この人は耳がおかし 

いのかな？とさえ思いましたが、3 ヶ月後晴れて入会 

の運びとなりました。その様な事がなければ、ロータ 

リーに入会する事も、こうして会長になる事もなかっ 

たと思っております。スポンサーに感謝し第１回会長 

の挨拶とさせて頂きます。  

 

 

ガバナー事務所より 

・7 月のレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝111 円 

・上半期人頭分担金・比例人頭分担金のお願いが配信されております。 

7/12 第 2501 回 クラブ協議会 

 7/19 第 2502 回 クラブ協議会 

7/26 第 2503 回 移動例会：文化会館展示室 

 8/ 2 第 2504 回 納涼例会：AURA 

第 2500 回記念例会・初例会 

Weekly Report 

国際ロータリー 第 2780 地区 第 7 グループ 伊勢原ロータリークラブ 

ROTARY CLUB OF ISEHARA 

R I 会 長  イアン H.S.ライズリー 
地区ガバナー   大谷 新一郎(相模原南 RC) 
会 長  井戸川 秀治   
幹 事  東       学 
会報委員長  大澤   守門 
 

ROTARY: 
MAKING A 
DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

2017-2018年度 

第 2500 回 例会  平成 29 年 7 月 5日(水) くもり 

濱田 PGの乾杯！ 

井戸川会長 東幹事 

点鐘 

ロータリーソング 

井戸川 秀治会長 

君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(村上一秋会員) 

司会･進行 
堂前 慶之会長エレクト 

ガントグトヒ・サラントヤさん 

           

米山奨学生 

会長挨拶 

幹事報告 

今後の予定 



地区資金の内訳 

   ａ．本会計  上半期分  7,850 円（年額  15,700 円）･･･米山記念館維持費を含む 

   ｂ．事業会計 上半期分  4,150 円（年額   8,300 円）･･･新世代分担金、 

   ｃ．特別会計（大会分担金）8,000 円 

・地区大会提出書類についてのお願いが配信されております。 

 登録締切：８月 10 日(木) 

・地区大会親睦ゴルフコンペ再度ご案内が配信されております。 

国際ロータリー第 2780 地区「2017～2018 年地区大会親睦ゴルフコンペのご案内」 

が配信されております。 

日時：9 月 8 日(金) スタート 7:30～ 

場所：相模原ゴルフクラブ 

料金：コンペ参加費 5,000 円 プレー費 17,000 円 

締切:7/31(月) 

米山奨学会より 

 「世話クラブ補助費」のお知らせが配信されております。 

世話クラブ補助費：4 万円（奨学生一人につき） 

伊勢原市展実行委員会よりお礼のお手紙が届いております。 

 
 

中村 眞英様 

(伊勢原平成 RC) 
井戸川会長、初例会おめでとうございます。一年後の井戸川会長を、楽しみにしています。 

井戸川秀治君 
村上会長・田中幹事一年間ご苦労様でした。今日からより良いクラブ運営をして行きたいと思

いますので、皆様の協力を宜しくお願い致します。 

〃 

濱田さん、吉川さん、2500 回皆出席おめでとうございます。いつまでも元気で、例会出席記

録を伸ばして下さい。堀口さん、熊谷さん入会 おめでとうございます。天野さん、大滝さんお

帰りなさい。これからのロータリーライフを一緒に楽しみましょう。又より良いクラブ創りに

ご協力を期待しています。 

東   学君 
本年度は幹事の大役を務めさせて頂きます。皆様のご協力なしには務まりません。一年間宜し

くお願い致します。 

濱田 勝彌君 
伊勢原 RC2500 回例会をお祝い致します。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入会お

めでとうございます。 

佐伯 崇興君 濱田 PG、吉川さん おめでとうございます。井戸川会長、東幹事 頑張って下さい。 

荒巻 哲朗君 
井戸川会長・東幹事おめでとうございます。2500 回記念例会 濱田 PG、吉川さんお祝い申

し上げます。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入会おめでとうございます。 

多田 政弘君 伊勢原 RC 史上最重量級の井戸川会長、身軽な東幹事、一年間よろしくお願いします。 

飯田 隆三君 
井戸川会長・東幹事一年間のご活躍を祈ります。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入

会おめでとう。大歓迎申し上げます。楽しくやりましょう。 

松下  孝君 井戸川・東年度 期待しています。 

小泉隆一郎君 
井戸川・東年度及び 2500 回例会を、お喜び申し上げます。天野さん、堀口さん、大滝さん、

熊谷さん 入会おめでとうございます。楽しいロータリーライフを！ 

堂前 慶之君 

2500 回目という記念の日に、井戸川・東年度が進発することをお喜び申し上げます。また、

濱田 PG、吉川さんが、2500 回目の例会を迎えられるということに敬意を表します。すごい

です。今日、2500 という数字を検索すると、北朝鮮のミサイル 2500 ㎞が一番最初に出て

しまいますが、昨年日テレの「笑点」が 2500 回の節目を迎え、今年 50 周年だそうです。 

〃 
。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん ご入会おめでとう。これからよろしくお願い致し

ます。ロータリー楽しみましょう。 

内田 智久君 
イドタマコンビ結成 おめでとうございます。新入会のアニキたち、どうぞよろしくお願いし

ます。 

東井 重和君 井戸川・東年度及び 2500 回例会をお喜び申し上げます。 

村上 一秋君 本日入会される新会員の皆様、ロータリーライフを Enjoy しましょう。 

戸田 裕士君 祝 井戸川さん、東さん !! 一年間頑張って下さい。 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 



 

 

 

 

渡邊 健樹君 井戸川会長、一年間お力になれなかったらごめんなさい。 

猪熊 正美君 村上さん、田中さんお疲れ様でした。そして、井戸川さん、東さんよろしくお願いします。 

山田 昌紀君 
2500 回おめでとうございます。村上さん、田中さん一年間お疲れ様でした。井戸川会長・東

幹事 よろしくお願いします。 

〃 
昨年度はスマイルのご協力ありがとうございました。納会の際、96,000 円集まったと聞きま

した。10 万円に届かなかった分、スマイルします。 

村上 一秋君 本日入会される新会員の皆様、ロータリーライフを Enjoy しましょう。 

添田 博充君 井戸川会長・東幹事 一年間よろしくお願いします。 

田中  徹君 
会員の皆さん、一年間幹事として務めさせて頂きました事感謝申し上げます。井戸川会長・東幹

事いよいよスタートですネ。リラックスしていきましょう。 

〃 
ロータリー2500 回例会おめでとうございます。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入

会おめでとうございます。これからロータリーライフを楽しみましょう。 

貝原 剛規君 井戸川会長・東幹事初例会おめでとうございます。微力ながらがんばります。 

𡈽屋    修君 
井戸川年度のスタートという事で、よろしくお願い致します。村上さん、田中さんお疲れ様でし

た。 

大澤 守門君 
天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入会おめでとうございます！これから一緒に楽しみ

ましょう！伊勢原 RC の皆さん、本年もよろしくお願いします。 

田村 貴寿君 
井戸川会長・東幹事おめでとうございます。2500 回記念例会 濱田 PG、吉川さんお祝い申し

上げます。天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入会おめでとうございます。 

加藤  桂君 
2500 回記念おめでとうございます。3000 回、3500 回を目指して皆様お元気で頑張りまし

ょう。井戸川会長・東幹事 よろしくお願い致します。入会された 

外谷 正人君 
天野さん、堀口さん、大滝さん、熊谷さん 入会おめでとうございます。2500 回記念に入会さ

れた事におめでとう！ 

〃 
井戸川会長・東幹事、ご就任おめでとうございます。今年度一年間病気をせずに頑張って下さ

い。2500 回記念の会長・幹事ですので、無理をしない様にして下さい。 

会員誕生祝い 小泉隆一郎君→誕生日をお祝い頂きありがとうございます。58 歳頑張ります。 

奥様誕生祝い 
松下  孝君→妻の誕生を祝って頂き、ありがとうございます。何とか夫婦を続けてくれていま

す。 

創立祝い 

飯田 隆三君→平成 7 年 7 月 7 日創立。早いもので 22 年になります。時代の流れを感じる今

日この頃。創立記念を祝って頂き、ありがとうございます。 

内田 智久君→創立・入会ダブル祝い ありがとうございます。お弁当が 1 つなのは残念です。 

村上一 秋君→創立 16 周年迎えました。100 年続く企業を目指します。 

佐藤 大悟君→頑張って出席します！ 

濵尾ゆかり君→創立のお祝い頂き 有難うございます。そして 2500 回記念 おめでとうござい

ます。 

秋山 哲也君→創立記念を祝って頂きまして、ありがとうございます。これからも社業の発展に

努めていきたいと思います。 

入会祝い 

吉川 昌男君→入会を祝って頂き、ありがとうございます。 

遠藤 郷平君→井戸川・東年度、おめでとうございます。入会を祝って頂き、有難うございます。

元気に断続出来るよう頑張っています。 

山口 知英君→入会して 20 年経ちました。これからもよろしくお願いします。 

細野 圭司君→お祝い頂き、ありがとうございます。新会長・幹事、ご就任おめでとうございま

す。益々のご活躍を期待致します。 

外谷 正人君→早いもので入会して丸 3 年が経ちました。今月から 4 年目、スマイル委員長と

してしっかり頑張って行きますので、皆様ご協力の程、宜しくお願い致します。 

細野 喜裕君→入会を祝って頂きありがとうございます。今年も頑張ります。 

スマン 
篠﨑 文一君→2500 回おめでとうございます。そんな中スマンです。途中退席とさせて頂き

ます。今年度も宜しくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濱田 勝彌君 パストガバナー・地区諮問委員会委員 

萩原 庸嘉君 地区副幹事 

小泉隆一郎君 地区職業奉仕委員会委員 

東井 重和君 地区青少年交換委員会委員 

東   学君 地区クラブ奉仕委員会委員 

 

 

濱田 勝彌君 パストガバナー・地区諮問委員会委員 

萩原 庸嘉君 地区米山奨学・米山学友委員会委員 

小泉隆一郎君 地区職業奉仕委員会委員 

田中  徹君 地区会員増強・会員維持委員会委員 

東   学君 地区クラブ管理運営委員会委員 

 

 

 

おめでとうございます                7 月分奨学金が手渡されました。 

                          サラさん 

濱田勝彌君・吉川昌男君               モンゴルからの留学生です。これからも 

                           頑張ります。よろしくお願いします。 

 

 

 

天野 耕一郎君  生年月日 1960 年 10 月 14 日  (株)ラムダプレシジョン  紹介者 遠藤君・多田君 

 

遠藤君紹介：精密機器、半導体のベースになるセラミックの研磨を主としている職業です。一身上の都合により退会

されておりましたが、返り咲きました。長く続けて頂きたいと思います。 

自己紹介 ：17 年の年月を超えて戻ってまいりました。会社を立ち上げ今期で 20 期目になりました。IT バブルが

崩壊した時期がございまして、大きなダメージを受け中座した状態がございました。ここで事業の方も

落ち着きましたので、再開の決意を致しました。17 年と言いましても新人ですので、ご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い致します。 

 

大滝 義人君  生年月日 1967 年 6 月 7 日  オーテック(株)  紹介者 田中君・松下君 

 

田中君紹介：9 年前に在籍されていらっしゃいました。塗装業、飲食業、谷山ジム講演会もされております。 

自己紹介 ：9 年前は独立したばかりで仕事の方が忙しく出席出来なくなってしまいました。やっと落ち着いてきま

したので戻って参りました。またよろしくお願い致します。 

 

熊谷 勝利君  生年月日 1965 年 12 月 21 日  (有)K-SYSTEM  紹介者 東君・井戸川君 

 

東君紹介 ：電気工事業を平塚と伊勢原でされております。 

自己紹介 ：東大竹で電気を中心としまして、太陽光発電、蓄電池、水回りとかの工事をしております。父の代から

40 年、私が独立して 20 年ぐらいになります。このような会に入れて頂きましてありがとうございま

す。これからよろしくお願い致します。 

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 
東  学君→次・クラブ管理運営委員会 

      クラブ管理運営委員会 
事後 MUP 
松下 孝君→福岡 RC 

60 59 47 79.66 67.92 

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長 

新旧バッジ交換 慰労 

 前年度地区出向者慰労 

今年度地区出向者 

第 2500回例会達成表彰 米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

入会式 



 

堀口 雅巳君  生年月日 1957 年 10 月 5 日  (株)望星薬局  紹介者 松下君・内田君 

 

松下君  ：薬剤師で望星薬局の社長さんです。お酒とゴルフで仲良くして頂きたいと思います。 

自己紹介 ：伊勢原小学校・伊勢原中学校・秦野高校・北里大学薬学部・望星薬局に入社し、今は桜台の本社におりま

す。クラブの方とお会いした際ゴルフにお誘い頂いたり、飲み会にお誘い頂いたりしているうちに、ロー

タリーの一員にさせて頂いたというわけです。頑張っていきますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濵尾 ゆかり 親睦委員会委員長 

納涼例会のお知らせ 

日 時：8 月 2 日(水) 18:00～20:00 

集 合：伊勢原駅北口市営駐車場前 １６:３０ 

会 場：BARI MODERN AURA  二宮町二宮 92-9 

参加費：1 人 7,000 円 

是非パートナーお誘い合わせの上、ご参加下さい。 

戸田 裕士 広報・雑誌委員会委員長 

第一回委員会開催のお知らせ 

 道潅まつり 3RC 合同事業 公共イメージ PR の内容決め。今年度主幹クラブ 伊勢原 RC。 

 対象者 入会 5 年以内の方を中心に行いますので、後日ご連絡させて頂きます。 

小山 博正 前 青少年奉仕委員会委員長 

青少年交換留学生 スカイ・アン・ランツさん 

6/28(水) 大山小学校で子供達との交流授業が行われました。タウンニュース 7/7 号掲載 

 7/ 9(日)  フェアウェルパーティーを企画しております。 

 7/17(月) 帰国 羽田お見送り ご都合のつく方よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

地区より前年度新会員へ記念品 入会記念撮影 

例会場  FORUM246  伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 TEL 0463-96-3711 

例会日  毎週水曜日 12:30～１３:３０ （お食事は１２:００より準備いたしております） 

事務局  神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2横浜銀行伊勢原支店内 

        TEL.  0463-92-5777   FAX.  0463-95-5313 

          E-mail. rc1isehara@gmail.com 


