
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 19:00 より、伊勢原市文化会館展示室で、 

日台少年親善交流野球大会結団式を行います。ご出席 

出来る方はよろしくお願い致します。 

 今年度も道灌まつりは、伊勢原 3RC 合同事業を 

行います。 

 会長・幹事会報告  

新会員の集い 第７グループ 1 回 ・ 地区 1 回 

  3 年未満対象に行います。 

 

 

  

 ガバナー事務所より 

・８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 

・地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開催のご案内が配信されております。 

日 時  2017 年 8 月 26 日（土）13：30 ～ 16：30 

      13：30 ～ 14：50 挨拶、講演 15：00 ～ 16：30 カウンセラー研修会 

場 所  藤沢商工会館ミナパーク 6 階「多目的ホール 3」（藤沢駅北口） 

講演者 ・元地区奨学委員長/カウンセラー 西口 雅彦氏(藤沢北西 RC) 

    ・米山奨学生          マハブービ・シェヘラザード  

・「米山月間」卓話についてのお願いが配信されております。 

貴クラブの米山月間の予定をお聞きしたいと思いますので、回答用紙にご記入下さいますようお願い申し上げま

す。 

・END POLIO NOW のヒアリングシートの件について配信されております。 

END POLIO NOW のヒアリングシートが新しくなりました。 

⇒公共イメージ委員会のヒアリングシート（END POLIO NOW 備品用）が 

今年度より添付の通り新しくなりました。 

古い書式のヒアリングシートは、破棄して頂けますようお願い致します。 

 

 伊勢原市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 2 回催し物部会開催 

についてのお知らせが届いております。 

日 時  8 月 23 日（水）10:00～ 

場 所  伊勢原市青少年センター 3 階 集会室 

 

 大山阿夫利神社より 

大山阿夫利神社秋季例祭のご案内が届いております。 

日 時  8 月 28 日(月)  10:30 

 

 

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 

9/ 6 第 2509 回 卓話：熊谷君・大滝君 

9/13 第 2510 回 ガバナー補佐訪問 

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 
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ロータリー：変化をもたらす 

2017-2018年度 

第 2505 回 例会  平成 29 年 8 月 9 日(水) 晴れ 

会長挨拶 

幹事報告 

今後の予定 

井戸川 秀治会長 

君が代・それでこそロータリー 

四つのテスト(篠﨑文一会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 



 

 

 

 

 

 
事務局にも 

誕生祝いサプライズ！ 

 

 

 

 

 

井戸川秀治君 篠﨑支店長お疲れ様でした。遠山さん仲良くして下さい。よろしくお願いします。 

東   学君 
納涼例会にご参加下さった皆さん、ありがとうございました。親睦委員、皆さん お世話になり

ました。 

多田 政弘君 

次男の圭次郎が、7 月 29 日三ノ宮比々多神社で結婚式を挙げました。知り合って 1 年足らず

の 30 才同士ですが、新婦は 18 年前にカリフォルニアでの産地視察ツアーで一緒だった同業

者のお嬢さんでした。不思議な縁を感じます。 

松下  孝君 天野さん、堀口さん卓話頑張って下さい。 

山田 昌紀君 

先週の納涼例会お疲れ様でした。子供がまだ小さいので、夫婦だけで出掛けるのが久しぶりで

少し新鮮な幹事でした。濵尾委員長ありがとうございました。あっ 親睦“副委員長”なのに何

もしませんでした。スミマセン！ 

篠﨑 文一君 
長い間ありがとうございました。銀行を卒業する事になりました。皆様のご健勝をお祈り申し

上げます。本当にありがとうございました。 

田村 貴寿君 
篠﨑先輩お世話になりました。色々とありがとうございました。遠山様、入会のおりにはロー

タリーライフを楽しみましょう!! 

鈴木 康弘君 篠﨑さん、新天地での活躍をお祈り申し上げます。遠山さん、よろしくお願い致します。 

天野耕一郎君 本日、卓話をやらせて頂きます。 

外谷 正人君 
篠﨑さん、長い間お疲れ様でした。そして遠山さん、伊勢原 RC にようこそ！一緒に楽しみまし

ょう。 

〃 
昨日弊社の社員が、私が永長営業をして来て一度も仕事にならなかった案件を受注して来まし

た。あまりの嬉しさにスマイル致します。 

会員誕生祝い 

吉川 昌男君→誕生日を祝って頂きありがとうございます。昨日８５才になりました。 

内田 智久君→誕生をお祝い頂きありがとうございます。どこの南の島よりも伊勢原が厚い！

クラブメンバーの熱意のせいだと思います。 

築城 忠生君→誕生日を祝って頂きありがとうございます。56 才になりました。皆様のおかげ

で楽しい 50 代を送っています！ 

奥様誕生祝い 

市川 正孝君→妻の誕生日祝いありがとうございます。私より一足早く人生一回りを迎えます。

そのお祝いで先々週に妻と二人でアンコールワットに行って来ました。それか

ら今週末に長男一家が来た時に、サプライズでプレゼントと食事会を予定して

います。皆さん秘密厳守でお願い致します。 

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。 

戸田 裕士君→カミサンの誕生日を祝って頂きありがとうございます。だんだんと誕生日が嬉

しくない年になってきたみたいです。 

～お盆さんなので早目に会場出ます。スマンです～ 

堀口 雅巳君→妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。 

創立祝い 
𡈽屋    修君→創立記念を祝って頂きありがとうございます。おかげ様で９周年を迎える事が

出来ました。 

スマン 
飯田 隆三君→篠﨑支店長お世話になりました。別天地での御活躍を祈ります。遠山支店長、ロ

ータリーを楽しんで下さい。本日所用で早退します。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(％) 
事後 MUP 
小泉隆一郎君→伊勢原平成 RC 

60 58 35 60.34 70.18 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長 



 

 

篠﨑 文一君  

本日後任の遠山を連れてまいりました。 

着任させて頂いて以来、伊勢原の地元に貢献できるか、それだけを必死に考えて活動してきたつもりです。

どれだけできたかは分かりませんが、引き続き遠山がこの流れを引き継いでくれると思っております。 

とても実力を持った方なので、皆様に可愛がっていただけたらと思います。 

皆様のお心遣いにふれ、本当に最後が伊勢原支店で良かったと思っております。皆様のご健勝をお祈り申

し上げます。本当に長い間、ありがとうございました。 

遠山 久恵様 横浜銀行支店長 

横浜銀行に入行しまして 27 年になり、今年 50 歳という節目になりますので、ロータリーを通じて経営

の先輩方から何か学べるものがあればと思っております。住まいは横浜市青葉区で、主人と中学 1 年生の

息子と 3 人家族です。 

篠﨑支店長の後をしっかりと引き継いで行きたいと思いますので、皆様よろしくお願い致します 

 

 

仙波 史生 社会奉仕委員長 

芝桜プロジェクト草刈り 

8 月 20 日(日) 8:00～ 現地集合 ご参加可能な方よろしくお願い致します。 

 

 

𡈽屋    修 国際奉仕委員長 

活動としましては、 

・8 月 23 日(水)～26 日(土) 日台少年親善交流野球大会 

・3 月 日台ダンス大会 

野球に関しましては、地区より補助金をいただいておりますので、国際奉仕の為に活用させて頂きたいと   

思います。 

沢山の方のご尽力によりここまでやってこれることが出来ました。事故やケガもなく無事に帰って来れ

る事が第一だと考えておりますので、気を引き締めてまいりたいと思います。 

ダンス大会も皆様のご協力があってこそなので、サポートよろしくお願い致します。 

 

 

東井 重和 クラブ管理運営委員会統括委員長 

クラブ管理運営委員会 7 月 31 日(月) 18:30～ 鳥好 

18 名で開催されました。ミニ卓話を是非続けていってほしいという意見、親睦が上手くいけば増強・出席に繋がって

いくという意見、などが出されましたので、力を入れていきたいと思います。 

堂前 慶之 会員委員会統括委員長 

会員委員会 7 月 20 日(木) 18:30～ 鳥好 

17 名で開催されました。懇親を深めながら行われました。皆さんと共に、楽しいクラブをつくっていきたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

 

 

こんにちは、天野です。昭和 35 年 10 月生まれ、宮崎県出身です。 

両親は高校の教員をしており、母は現在 85 歳なのですが、名誉顧問という立場で高校の仕事を現役で

しています。 

小中高校と宮崎で過ごし、大学は明大の工学部に入りました。その後、部品の製造メーカーで 14 年

間、サラリーマンをして、平成 10 年に「ラムダプレシジョン」を設立しました。簡単に言いますと

光学部品の設計・製造を行っています 

◎母とロータリークラブ 

母親は今も現役で仕事を祖いておりますが、今年の 3 月に宮崎ロータリークラブで「職業奉仕賞」という賞をいただ

きました。母は、宮崎の日章学園という学校で 50 年前に「調理科」を創設し、高校で初めての調理科を創った人で

す。高校で「調理師免許」が取得できる知識と実技を学び、卒業後は全国の有名ホテルの調理師などとして送り出し

のべ 8000 人の調理師を育てたというのがその功績でした。 

◎会社について 

厚木市にあります。創業は伊勢原でした。結晶という脆性材＝もろい素材を扱い加工しています。得意なのは「厚さ

コントロール」。薄いもの、小さいものを扱うことが多いです。洗浄は繊細すぎて機械では出来ないので手作業に。

パートさんの技に頼るところが大きいです。ご清聴ありがとうございました。 

 

委員会報告 

横浜銀行支店長交代のご挨拶 

委員長所信表明 

大委員会報告 

天野 耕一郎君 卓話 



 

 

こんにちは、望星薬局の堀口です。みなさんご存知の通り、望星薬局は外来患者さんの処方箋調剤を

行う薬局です。診療は病院の医師が、薬は薬局で、というスタイルは今でこそあたり前ですが、その

昔は診療をして処方箋も医師が仕入れて販売するスタイルだったのをご存知でしょうか。 

その当時、医師たちは医療用医薬品を仕入れ値より安い値段で患者さんへ売っていましたが、当時の

医師会会長 武見太郎さん（愛称はけんか太郎。診療報酬を巡って厚生省と大げんかするなど、医師会の会長として

長年活躍された）が「これからは医薬分業だ！」という考えを提唱され、医師は処方箋を売って報酬を得るのではな

く、「薬を処方する技術」を売って報酬を得ようということになったのです。 

 

そんな経緯があり、望星薬局は昭和 50 年に東海大学医学部附属病院ができたときに、「東海大学病院の処方箋を受

ける薬局を」というのが開局の理由となります。ですから薬局名の「望星」という名前も、東海大学の総長の言葉が

由来となっています。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 16 日(日) 片瀬海岸東浜清掃 

 

 

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 

堀口 雅巳君 卓話 

米山奨学主催「クリーンキャンペーン」 

お疲れ様でした！ 


