
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

団体 伊勢原野球協会学童部理事長    村上   正様    伊勢原市体育協会会長           田中   昇様 
        かけっこクラブ指導者       柏   雅人様    伊勢原スポーツ課長             小巻 宏幸様 

          バドミントン協会会長       田中 宏明様    伊勢原市保健福祉部部長          井上   稔様 

          ソフトボール協会副理事長    豊田 康則様    ボーイスカウト伊勢原育成会       延原 昌樹様 

          伊勢原市野球協会理事長        藤木 治生様    ガールスカウト神奈川連盟第 33 団   清水   香様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日 20 日・21 日と会員委員会・奉仕プロジェクト 

委員会が行われました。多数ご出席ありがとうござい 

ました。とても有意義な会だったと思います。会の内 

容につきましては、後日統括委員長から発表して頂き 

ます。会長表明で申し上げた通り、皆で委員会活動を 

行い、親睦を深めあい、会員同士の絆を強め、より良 

いクラブづくりを行こう！というところに重点を置い 

ております。7 月 31 日にはクラブ管理運営委員会も 

行われます。前回出席出来なかった方は委員会を越え、 

ご席お願い致します。 

 

 

8/ 2 第 2504 回 納涼例会：AURA 

8/ 9 第 2505 回 卓話：天野君・堀口君 

8/16 第 2506 回 休会 

8/ 23 第 2507 回 休会 

8/ 30 第 2508 回 卓話：田中会員増強委員長 

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 
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ROTARY: 
MAKING A 
DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

2017-2018 年度 

第 2503 回 例会  平成 29 年 7 月 26 日(水) 雨 

会長挨拶 

今後の予定 

井戸川 秀治会長 

手に手つないで 

四つのテスト(堂前慶之会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 



 

  

 ガバナー事務所より 

・ロータリー財団月間(11 月)卓話依頼について配信されております。  

   卓話依頼を受付いたします。 

Ｒ財団委員会（地区委員）を御希望の場合具体的にないよう明記。 

財団学友を希望される場合できるだけ夜間例会にお声掛け下さい。 

次年度の地区補助金申請を考えておられるクラブに対して、地区補助金説明会を10月と1月に開催致しますが、

こちらもクラブよりご要望があれば説明に伺います。 

締切：8/24(木)  

・「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が配信されております。 

日時  2017 年 10 月 14 日（土）9：30 登録受付 10：00 点鐘・開会式 16：00 表彰式 

会場  東京・市ヶ谷の日本棋院本院の 1 階対局室  

主催  ロータリー囲碁同好会（GPFR）日本支部 

共催  第 2580 地区、第 2750 地区    ホストクラブ  東京ロータリークラブ    

登録料 7000 円（昼食代、賞品代等含む） 

締切  10/6(金) 

 例会変更のお知らせ 

秦野 RC 

７月 25 日(火) → ７月２６日(水)夜間例会  前年度地区役員慰労会 点鐘 19：00 於：一の屋 

８月 15 日(火) → 休会 

８月 22 日(火) → 納涼夜間例会 点鐘 18：00～ 於：一の屋 

８月 29 日(火) → 休会 

 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市民団体への参加についてのご案内が届いております。 

第 50 回道灌まつり 10/14(土)15(日) 

参加希望申込 8/3(木)迄 

 

 

井戸川秀治君 

伊勢原市保健福祉部部長 井上稔様、伊勢原市体育協会会長 田中昇様、お忙しい中お越し頂き

ましてありがとうございます。今年度もよろしくお願い致します。スポーツ振興基金受賞者の

皆様おめでとうございます。ボーイスカウト伊勢原育成会 延原 昌樹様、ガールスカウト神奈

川県連盟 33 団 清水香様、ようこそおいで下さいました。今後のご活躍を期待しております。 

〃 
今日の移動例会の会場設置にご協力頂きました会員の皆さん、お忙しい中ありがとうございま

した。 

東   学君 
スポーツ振興基金受賞者の皆さん、伊勢原 RC の例会へようこそおいで下さいました。今後も

ご活躍下さいます様お願い致します。 

堂前 慶之君 
スポーツ振興基金受賞者の皆様、本日はおめでとうございます。ボーイスカウト今井様、ガー

ルスカウト清水様、ようこそいらっしゃいました。 

飯田 隆三君 

伊勢原スポーツ振興基金受賞者の皆様、おめでとうございます。常日頃のご活躍の結果と敬意

を表します。ボーイスカウト、ガールスカウトの役員様、本当にご苦労様です。皆様の益々の

ご活躍を期待しております。 

内田 智久君 ご来賓の皆様、本日はご出席ありがとうございます。 

東井 重和君 
スポーツ振興基金受賞者の皆さん、伊勢原 RC の例会へようこそおいで下さいました。今後も

ご活躍下さいます様お願い致します。 

萩原 鉄也君 

スポーツ振興基金受賞者の皆様、本日はおめでとうございます。個人的に田中宏明さんは、中

学校の同級生です。ボーイスカウト、ガールスカウトの方々、ようこそロータリーへいらっし

ゃいました。 

田中  徹君 スポーツ振興基金受賞者の皆様、本日はおめでとうございます。 

𡈽屋    修君 チョット良い事があったのでスマイル致します。 

山田 昌紀君 伊勢原スポーツ振興基金受賞者の皆様、おめでとうございます。 

濵尾ゆかり君 
本日お越しの皆様、雨の中ありがとうございます。８月２日納涼会、会員の皆様是非ご出席お

待ちしております。 

幹事報告 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 集合 

会 場：BARI MODERN AURA  二宮町二宮 92-9 

参加費：1 人 7,000 円 

ご参加の皆様、お時間お間違えの無いようお願い致します。 

東幹事 

地区大会出欠のご確認 

本日出欠表を回覧致しますのでご記入よろしくお願い致します。 

 

 

 

神奈川県の川崎、横浜を除いた他 66 クラブで構成されているものが 1 つで、国際ロータリー第 2780 地区と言い

ます。会員数約 2400 人おります。これが 2780 地区の概要でございます。 

年中行事としまして、3 つの大きな大会がございます。1 番大きなものから、 

１．地区大会  ２．地区協議会  ３．I・Ｍ（インターシティー・ミーティング） 

 

大澤 守門君 

日頃より市内青少年の育成にご尽力されている皆様、伊勢原 RC 会員の一人として感謝申し上

げます。スポーツ振興基金を未来ある子供達の為にご活用いただき、共に伊勢原を盛り上げて

行きましょう！ 

田村 貴寿君 スポーツ振興基金受賞者の皆様、本日はおめでとうございます。 

熊谷 勝利君 
新人なのでまだ何も分からない事だらけですが、よろしくお願いします。関係ないですが、昨

日ギックリ腰になってしまいました。今すごく痛いです。 

外谷 正人君 
月曜日にゴルフに行って来ました。久しぶりに良いスコアが出たのでスマイルします。悪い事の

次には良い事が来ますね～。ちなみにスコアは 94 でした。 

〃 

先週の委員会に出席された皆様、お疲れ様でした。金曜日の委員会は急用で中国に行く事にな

り、𡈽屋さんに欠席と伝えておいたのですが、その𡈽屋さんが遅刻をして連絡を忘れてしまった

そうですが、これも普段の行いが悪いのかな？と思い、罰金としてスマイルします。 

会員誕生祝い 

大谷  聰君→誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。明日、八十路の坂道四合目に到着

いたします。 

多田 政弘君→誕生日を祝って頂きありがとうございます。先日「介護保険証」が郵送されてき

ました。母親宛と思い込んでいたら、なんと私宛でした。ショック‼ 

高梨 浩樹君→40 代最後になりました。今後共よろしくお願いします。 

結婚祝い 飯田  歩君→結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。 

創立祝い 
山田 昌紀君→創立をお祝頂き、ありがとうございます。今まで６月と思っていたのですが、本

当は８月であると、今月判明しました。創立７年になります。 

入会祝い 村上 一秋君→入会を祝って頂き、ありがとうございます。今年度で入会７年目となりました。 

スマン 松下  孝君→本日会社で、セキュリティ研修があり早退させて頂きます。スマンです。 

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 
井戸川秀治君→伊勢原平成 RC 
東   学君→伊勢原平成 RC 60 57 39 68.42 修正なし 

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長 

地区大会等についての説明 遠藤郷平会員 

委員会報告 



地区大会 

今年度は 9 月 17・18 日 相模大野で行われます。2400 人が一堂に会して、今年度のガバナー主催で行われる勉強

会・懇親会を兼ねたイベントでございます。1 日目は、会長・幹事会、地区指導者育成セミナー、RI 会長代理歓迎晩

餐会。通常の会員の方々は 2 日目、勉強会を兼ねてロータリーとはどういうものであるのか、ガバナー交代の挨拶等

がございます。2400 人の各ロータリアン半分以上の方が出席され、大会の後懇親会がございまして、皆さんお互い

に面識を新たにしながら名刺交換会等、親睦に努めて頂くという一つの大きなイベント行事でございます。実際どの

様な事が行われるのか、行ってご経験された方が早いと思いますので是非ご参加お願い致します。 

地区協議会 

次年度の役員の方々が一堂に会して、次年度に向けての勉強会を行います。これは 5 月に行われております。 

I・M（インターシティー・ミーティング） 

2780地区は9グループに分かれており、各グループごとの勉強会でございます。これはガバナー補佐主催で行われ、 

近所のロータリークラブとの集まりとなります。 

 

皆さん参加して頂いて、ロータリークラブを良く知って頂けたらと思います。 

 

 

 

■萩原 庸嘉 公益信託伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金運営員長 

本日は、伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金 第 38 回授与式開催にあたり、運営委員として、伊勢原市保

健福祉部井上部長並びに小巻課長そして田中昇伊勢原市体育協会会長のご臨席を頂きまして、このように盛大に開

催出来ます事に御礼申し上げます。今回は、１団体４個人の表彰となります。団体表彰は伊勢原市野球協会学童部 

理事長 村上正様です。昭和 61 年よりスポーツ活動を通し少年少女の健全な育成に多大な貢献をされていらっしゃ

います。伊勢原ロータリークラブスポーツ振興金の設立目的に合致するところでもあります。続きまして個人表彰

は 4 名様、伊勢原市陸上競技協会理事 伊勢原かけっこクラブ指導者の柏雅人様。平成 20 年に伊勢原かけっこクラ

ブの創設に係り、現在は理事として指導者の中心となって活躍されています。伊勢原市体育協会理事・伊勢原市バ

トミントン協会会長 田中宏明様。長年にわたり伊勢原市体育協会理事として、また伊勢原市バトミントン協会会長

として尽力されています。同じく伊勢原市体育協会理事 伊勢原市ソフトボール協会副理事長 豊田康則様。伊勢原

市体育協会理事として 16 年間、伊勢原市ソフトボール協会理事として 12 年間、ソフトボール協会の発展に尽力

されています。伊勢原市体育協会理事 伊勢原市野球協会理事長 藤木治生様。学童部で育てられた人が今では野球

協会会員として活躍されています。以上のみなさま、おめでとうございます。 

 

■伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金 団体表彰  

伊勢原市野球協会学童部理事長 村上 正様  ご挨拶 

こんにちは。少年野球の理事長をしております村上です。41年間、野球をやっております。ロータリアンの方から

30年前に優勝旗を寄贈して頂いております。この優勝旗をもとに様々な大会を行うことができました。子どもたち

はこの優勝旗を目指して、一生懸命野球をしております。今回、台湾への遠征もあります。子どもたち20名と指導

者5名で台湾へ行ってきます。前回の対戦では4戦して全敗しておりますのでぜひ頑張ってきたいです。そんな中、

ロータリアンの方々にご支援頂いていることについても、子どもたちにはいつも感謝の気持ちを忘れないようにと

指導しております。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

ボーイスカウト伊勢原育成会 延原 昌樹様 ご挨拶 

本日はありがとうございました。1974年からそろそろ50年近く経とうとしていますが、今までずっと続いてやっ

てこられたのも支えてくださるみなさまのおかげと感謝しております。最近では少子化の影響もあってか、団員に

なろうと入ってくる子どもが少なくなってきました。今まで神奈川県は11の地区に分かれておりましたが、今年か

ら、11地区を6地区に縮小し、伊勢原ロータリークラブも小田原地区等と一緒になることになりました。これまで

11地区の中で団員数が一番多かったのが伊勢原のボーイスカウトです。これからもできる限り発展させていきたい

と思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

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 

第３８回 伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金贈呈式  

ボーイスカウト・ガールスカウト助成金贈呈式 

今回例会場：伊勢原市文化会館展示室 


