
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員の方からスマイルについて質問を受けました。 

7 月にもお話しましたが、もう一度お話させていた 

だきます。スマイル・ボックスは 1936 年大阪 RC 

から実施されたもので、例会場で会員が自由意志で 

善意の寄付を入れる箱のことをいいます。会員、家 

族、事業場等の慶び事、お祝い事をニコニコしなが 

ら披露し、喜びを分かち合い、又失敗したり迷惑を 

かけた時もユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わ 

せて親睦を増進します。そして集まったお金は次年 

度の奉仕事業に使われております。あくまでも自主 

的なものではございますが、奉仕事業の財源となり 

ますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い致しま 

す。また、財団・米山に関しましてもよろしくお願 

い致します。 

  

 

 ガバナー事務所より 

・地区大会会場に関するお知らせが配信されております。 
今年度の地区大会の会場がホテルとグリーンホールの２ヵ所になっております。  
場所と開催時間についてお知らせ致します。 
第 1 日    場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野 
1）選挙人会   8 階「相模野」  10：00～ 
2）会長・幹事会 8 階「フェニックス」 12：30～ 
3）地区指導者育成セミナー 8 階「相模野」 14：30～ 
4）RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 8 階「フェニックス」 17：30～ 
第 2 日     
1）新世代交流会 場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野 8 階「フェニックス」9：30～ 
2）本会議  場所：相模女子大グリーンホール「大ホール」 １１：３０～受付  12：30～17：35  
3）大懇親会 場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野 8 階「フェニックス」18：00～ 

・地区大会・選挙人会へ出席される皆様へ昼食のお知らせが配信されております。 
地区大会・第１日の 10：00～選挙人会へ出席して頂く各クラブの選挙人の皆様には、地区大会実行委
員会にて、昼食をご用意させて頂きます。 
《選挙人会》 
日時 2017 年 9月 17 日(日)10：00～   
場所 小田急ホテルセンチュリー相模大野 8F「相模のⅠ・Ⅱ」 
※終了後、同フロアの「フェニックスⅡ・Ⅲ」へ移動し、昼食となります。 
※会長・幹事会は同フロアの「フェニックスⅠ」で 12：30 に開会します。 

・2016-2017 年度地区資金会計監査報告が届いております。 

9/17・18 第 2511 回 地区大会 

9/20 第 2511 回 地区大会振替休会 

9/27 第 2512 回 ガバナー公式訪問(夜間例会) 

10/ 4 第 2513 回 卓話：高山松太郎伊勢原市長 

10/11 第 2514 回 卓話：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 

井戸川 秀治会長 

それでこそロータリー 

四つのテスト(山口知英会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 

お客様 第 7GAG 深石純一様(秦野 RC) 

第 7G 幹事 江崎正二様(秦野 RC) 

第 7G 会計 安江 惠様(秦野 RC) 
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Weekly Report 

2017-2018 年度 

第 2510 回 例会  平成 29 年 9 月 13 日(水) 晴れ 

ガバナー補佐訪問 



 9 月 18 日(月)地区大会について 
電車にてまとまって行かれる方は、伊勢原駅改札 10:30 集合、10:34発の急行で出発致します。 
クラブより 1 人 1,500円昼食代支給致します。 

 
 

深石 純一様 

江崎 正二様 

安江  惠様 

本日はガバナー補佐訪問でお伺い致しました。よろしくお願い致します。 

井戸川秀治君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、昨日の会長・幹事会ではお世話に

なりました。今日のガバナー補佐訪問、心より歓迎致します。ご指導よろしくお願いします。 

東   学君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、本日は伊勢原 RC にお越しいただ

きありがとうございます。今後もご指導よろしくお願い致します。 

堂前 慶之君 
深石ガバナー補佐、グループ幹事江崎様、グループ会計安江様、ようこそおいでくださいまし

た。本日は宜しくご指導ください。 

東井 重和君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそいらっしゃいました。今

年度よろしくお願いします。 

多田 政弘君 
9/5 に平成 29 年度障害者雇用優良事業所として、厚生労働大臣表彰を受けましたのでスマイ

ルします。 

遠藤 郷平君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、の皆さんようこそ。本日のガバナ

ー補佐訪問、よろしくご指導ください。 

飯田 隆三君 
第７グループ深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそおいでいた

だきました。本日は宜しくお願い申し上げますと共に、ご活躍を期待しております。 

松下  孝君 深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、本日は宜しくご指導ください。 

〃 
先日市民ゴルフで、天野さん、堀口さん、外谷さんにゴルフを教えていただきましたので、ス

マイル致します。外谷さんの 111 位は見事でした。 

添田 博充君 

深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそお越しくださいました。

私事、秦野伊勢原歯科医師会広報委員となり、ロータリーお休みすることもありますが、心は

いつも伊勢原 RC にあります。 

田中  徹君 深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、本日はよろしくお願いします。 

𡈽屋    修君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそいらっしゃいました。何

卒よろしくお願いします。 

大澤 守門君 
第７グループ 深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計 様、ようこそ伊勢原

RC へ！本年度のご活躍をお祈りしております。 

田村 貴寿君 
第７グループガバナー補佐 深石様、第７グループ幹事 江崎様、第７グループ会計 安江様、よ

うこそいらっしゃいました。これからもよろしくお願いします。 

堀口 雅巳君 
ガバナー補佐深石様、グループ幹事江崎様、グループ会計安江様、ようこそお越しくださいまし

た。よろしくお願いします。 

外谷 正人君 
ガバナー補佐深石様、グループ幹事江崎様、グループ会計安江様、ようこそ伊勢原にお越しくだ

さいました。ロータリーを教えてください。 

〃 

9/8 の地区ゴルフコンペと、9/10 の伊勢原市民ゴルフコンペに参加してきました。地区ゴル

フの方は、秋山さんが見事準優勝になりました。市民ゴルフでは、特別賞の 111 位賞で私がゴ

ルフバッグを頂きました。少ないですがスマイルをさせていただきます。 

台湾遠征メンバー

11名 
台湾遠征 11 名の皆様から温かいスマイルを頂きました。皆様ありがとうございました。 

地区大会ゴルフコ

ンペ参加の皆様 

地区大会ゴルフコンペに出席された皆様お疲れ様でした。皆様から温かいスマイルを頂きまし

た。ちなみに秋山君が 178 人中２位になりました！ 

市民ゴルフコン

ペ参加の皆様 

市民ゴルフ参加された皆様、お疲れ様でした。ゴルフゲームでスマイルをしていただいた方々、

ありがとうございました。 

会員誕生祝い 

山口 知英君→誕生祝いありがとうございます。もうあまりうれしくありませんが。 

萩原 庸嘉君→誕生日を祝っていただきありがとうございます。結婚記念日を忘れるといかん

ので、誕生日に結婚しました。したがって私の誕生日は楽しくありません。 

外谷 正人君→本日 9/13 で満 49 歳になりました。最後の 40 代を楽しんで生きていきます。 

奥様誕生祝い 築城 忠生君→奥さんの誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 グループガバナー補佐 深石純一様(秦野 RC) 

第 7 グループ幹事      江崎正二様(秦野 RC) 

第 7 グループ会計          安江 惠様(秦野 RC) 

 

深石純一様 

ガバナー訪問を控えまして、会長・幹事との打ち合わせを兼ね、皆様にお願いも含めましてご挨拶に参りました。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

 

篠﨑文一前支店長より交代された 

横浜銀行伊勢原支店支店長 

遠山 久恵会員 

 

 

 

村上 一秋 奉仕プロジェクト委員会統括委員長 

道灌まつり「伊勢原ロータリーカフェ」 

 10 月 14 日(土)・15 日(日)・おまつり広場。14 日 10:30 頃から設営、午後から店開き。 

 売り上げから原価を引いた利益は全て子ども食堂に寄付。ポップコーンを来場者に配り募金を募る、それも子ども

食堂へ寄付致します。14 日・15 日お店のお手伝いについて、27 日例会時お聞きいたしますので、ご協力よろし

くお願い致します。 

田中   徹 地区会員増強・会員維持委員会委員     

 新会員候補者をお招きしたセミナー開催 

 11 月 24 日(金)15:00～ 鎌倉パークホテル   

新会員候補者いらっしゃいましたらお知らせ下さい。セミナーのご参加お待ちいたしております。 

大澤 守門 クラブ会報委員長 

訂正とお詫び 

前回お渡し致しました週報の日付が間違っておりました。第 2508 回 8 月 30 日(水)の週報が、第 2505 回 8 月

9 日(水)になっていました。ウエブには修正したものを差し替えて掲載致します。紙面でご希望の方は、お声掛け下

さい。大変申し訳ございませんでした。 

井戸川 秀治 会長 

 新会員候補者推薦状 

 8 月 30 日(水) 新会員候補者 大垣 真一様の推薦状を回覧。異議申し立てが無かったことを報告。賛成を得ました

ので、9 月 27 日(水)ガバナー公式訪問にて入会式をおこないます。 

 

結婚祝い 細野 喜裕君→結婚を祝っていただきありがとうございます。 

創立祝い 

高梨 浩樹君→創立を祝っていただきありがとうございます。なかなか出席できませんが、夜間

例会は出ます！ 

田村 貴寿君→創立を祝って頂きありがとうございます。丸 49 年になりました。50 周年に向

けて頑張ります。 

入会祝い 堂前 慶之君→入会 10 年目を迎えます。早いものです。これからも頑張ります。 

スマン 天野耕一郎君→本日宮崎に帰省するため途中退場いたします。 

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 
田中 徹君→地区会員増強・会員維持委員会 
            伊勢原中央 RC 卓話 60 58 35 60.34 なし 

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 

お客様ご挨拶 

ガバナー補佐よりバッチ授与 



 

 

まずは自己紹介を。私はラジオ関係の仕事をしています。古い話ですが、昭和 33 年 12 月 24 日クリスマスイブに

関東地区で横浜に「ラジオ関東」という局が開局しました。ほぼ 60 年に渡ってこの仕事に携わっております。当時

はまだ FM 放送が無い時代、テレビ局も NHK と民放 2 局程度しかありませんでした。現在は秦野ロータリークラブ

に入会して活動しています。年齢は次の誕生日で 80 歳を迎えるほどになりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

◎大谷ガバナーとの出会い 

大谷ガバナーは、私が「公共イメージ委員会」に所属していた時の委員長でした。そんな関係で 1 年間一緒に仕事を

し、私の仕事が「メディア関係」であったということもあり、神奈川新聞をはじめ地元タウン誌まで、広報活動など

もやらせていただきました。さらにその後 2 年間も公共イメージ委員会に所属し、昨年は地区大会の委員長をやりま

した。その後、大谷さんがガバナーになられて、ガバナー補佐を頼まれまして、年齢のこともあってお断りしたので

すが、どうしてもということで、お引き受けすることになりました。 

 

◎地区方針について 

1）会員増強のさらなる推進：とくに若い会員、女性会員（地区全体で 10％）の増強を進めたいと考えています。

伊勢原 RC はこの 3 年間で 22 人の会員増をしているということで地区では一番の増員率ではないかと思っておりま

す。現在、全国の 34 地区中で 2780 地区は 2 番目に女性会員が多くなっています。大谷ガバナーは任期中にトッ

プにしたいと考えています。 

2）公共イメージの向上：これは会員増強にもつながります。10 年後のクラブの姿を考えながら長期計画を立て運

営することが大切でしょう。 

3）米山奨学金制度など：寄附の目標達成を引き続きお願いいたします。 

4）RI 会長賞 

5）マイロータリーへの登録 

6）柔軟性のあるクラブ運営：会員の負担を軽減しながら目標を達成できるクラブ運営を目指しましょう。 

 

◎新会員研修のあり方について 

今年度からグループをまとめて年 2 回の研修を検討しています。第 7・８・９グループがひとつになります。10/5

平塚 18-21 時 研修・懇親会を予定しております。新会員の方々はぜひご参加頂き、この場を有効活用していただ

ければと思います。 

 

本年度も伊勢原・秦野の同じ経済圏の中で、ともに協力して活動・運営して行きたいと思っております。よろしくお

願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 

 

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 

    2017-2018年度 第 2780地区 第 7グループガバナー補佐 深石 純一様  


