
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここのところ寒暖の差が激しいので、皆さん風邪 

を引かぬようご注意ください。 

 

【理事会報告】 

15 日 3RC 合同 薬物乱用防止・ポリオ撲滅キャ 

ンペーン。ご参加よろしくお願いいたします。 

 

・14 日・15 日 伊勢原ロータリーカフェ。 

 ご協力よろしくお願いいたします。 

・2018-19 年度ガバナー補佐及びオンツーハンブ 

ルグ国際大会委員会委員 就任委嘱のお願いが届い 

ております。当クラブ 松下 孝 会員 。 

 

  

 

 ガバナー事務所より 

・ロータリアンによるミャンマー訪問のご提案が配信されております。 

実施時期は 2018 年１月５日(金)ないし６日(土)から１週間程度 

人数    4～12 人 

訪問先   ヤンゴン市内、マンダレー市内、メティラ郡内(プロジェクト実施地) 

費用    約 18 万円(８人程度集まった場合の一人分の見込み)   航空券は格安エコノミー料金 

締切：10/15(金)迄 

・10 月の「経済と地域社会の発展月間」のリソースが配信されております。 

・「外向きの職業奉仕」実践例提供のお願いが配信されております。 

各クラブの実践例概要をご記入いただき、10 月 31 日までにご回答をお願いいたします。 

・「職業奉仕月間」卓話派遣についてのご案内が配信されております。 

締切：11/10(金)迄 

・第 51 回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会 のご案内が配信されております。 

日時：11 月 14 日(火) 9:00 集合 16:00 パーティー 18:00 解散予定 

テニス会場：湘南ローンテニスクラブ  パーティー会場：MOKICHI 

 参加料：ロータリアン 7,000 円 家族・ゲスト ５,000 円 

(どちらかだけの参加 ロータリアン ４,000 円 家族・ゲスト 3,000 円) 

締切：11/3 

・2020～2021 年度ガバナー・ノミニー候補者提案に関する告知 

  ガバナー・ノミニー選出の件が届いております。 

 

 神奈川県共同募金会伊勢原市支会より 

  赤い羽根共同募金運動へのご協力のお願いが届いております。 

 

 

10/11 第 2514 回 卓話：サラントヤさん(米山奨学生) 

 
10/15 第 2515 回 道灌まつり・伊勢原 3RC合同例会 

10/18 第 2515 回 振替休会(道灌まつり) 

10/25 第 2516 回 卓話：米山奨学生 
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松下 孝会員  

        脇ガバナー年度のガバナー補佐ということで、委属状をいただきました。50 周年にかかわりまして

I・M もございますので、その節はご協力お願いいたします。 

 

井戸川秀治君 高山市長、ようこそおいでくださいました。卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。 

東   学君 

高山伊勢原市長様、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。本日卓話、よろし

くお願いいたします。松下さんガバナー補佐。就任委嘱おめでとうございます。益々ご活躍くだ

さい。 

堂前 慶之君 
伊勢原市長 高山松太郎様、本日はようこそおいでくださいました。卓話よろしくお願い申しあげ

ます。 

東井 重和君 高山市長、ようこそおいでになられました。 

濱田 勝彌君 高山市長を歓迎いたしまして、スマイルします。 

多田 政弘君 高山市長ようこそいらっしゃいました。本日の卓話よろしくお願いします。 

松下  孝君 
大谷ガバナー、脇ガバナーエレクトより、次年度ガバナー補佐の委嘱状をいただきました。50 周

年で多忙なところに、IM 等でご負担をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

飯田 隆三君 高山市長様、本日は卓話ありがとうございます。よろしくお願い申しあげます。 

小泉隆一郎君 高山市長、ようこそおいでくださいました。卓話よろしくお願いします。 

山田 昌紀君 
高山市長、ようこそいらっしゃいました。また、一昨日閉会した 9 月議会お疲れさまでした。卓

話よろしくお願いします。 

濵尾ゆかり君 高山市、 伊勢原 RC へようこそ。卓話楽しみにしております。本日は皆様 15 夜ですよ。 

田村 貴寿君 高山市長、伊勢原 RC へようこそ。卓話楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

松下君・田中君 

田村君・外谷君 

先週の例会の後に、皆さんで一杯飲みに行った時のおつりをスマイルしてもらいました。ありがと

うございました。 

外谷 正人君 伊勢原市長高山松太郎様、ようこそ伊勢原 RC へ。卓話で市政の事を教えてください。 

会員誕生祝い 堀口 雅巳君→60 才還暦を迎え、嬉しいやら、悲しいやら。 

配偶者誕生祝い 
外谷 正人君→うちのカミさんの誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。私と同級生の

カミさんですが、今でもかわいいカミさんです。 

結婚祝い 

堂前 慶之君→結婚祝い ありがとうございます。結婚して 23 年を迎えます。最近は犬が緩衝材

になり、いい感じです。 

小山 博正君→高山市長、本日はようこそお越しくださいました。また、結婚記念のお祝いをいた

だきありがとうございます。とりあえずスキャンダルもなく 12 年となりました。 

大澤 守門君→お祝いありがとうございます。結婚 21 年を迎えました。徹夜明けに帰宅して怒ら

れました。ありがとうございます。 

創立祝い 

荒巻 哲朗君→創立 37 期日に入りました。60 周年で 100 才になりますが、生きてみたいです。

ムリカモネ !! 

熊谷 勝利君→創立記念を祝っていただきありがとうございます。今後もよろしくお願いします。 

入会祝い 井戸川秀治君→入会祝い ありがとうございます。入会 12 年になりました。もう少し頑張ります。 

スマイル報告 外谷 正人 スマイル委員会委員長 

2018-19年度 ガバナー補佐及びオンツーハンブルグ国際大会委員会委員 就任委嘱状 



 
 

 

 

伊勢原市長 高山 松太郎様 

お招きいただきましてありがとうございます。日頃大変お世話になっております多くの先輩方にお会いできて、本当

にうれしく思います。本日は市政報告ということでお話させていただきます。お世話になっているお礼を申しあげ、

ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

 

 

仙波 史生 社会奉仕委員会委員長 

・道灌まつり  10 月 15 日(日) 3RC 合同薬物乱用防止・ポリオ撲滅キャンペーン 

         集 合：お祭り広場 ロータリーカフェ 9：30  

                開 会 式：10：30 

         点 鐘：12：00 料亭 こみや 

・ふれあい授業   11 月 17 日(金) 13：00～  授業参加のご協力お願いいたします。 

・芝桜プロジェクト草刈り 10 月日程後日お知らせいたします。 

築城 忠生 米山奨学委員会委員長 

 10 月米山強化月間 10/11(水)・10/25(水) 米山奨学生による卓話。ご出席、ご寄付お願いいたします。 

貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事・出席プログラム委員会委員長 

・第 1 回井戸タマゴルフコンペ 10 月 5 日(木) 太平洋クラブ相模コース 8:30 集合  

・出席・プログラム委員会開催 10 月 16 日(月) 18：30 伊勢原市南口 むつき 

松下 孝 野球同好会監督 

第 22 回 神奈川県 RC 野球大会 

 10 月 26 日(木) 集合 8：40 八部球場 開会式 9：00  第 1 回戦 海老名欅 RC 

濵尾ゆかり 親睦委員会委員長 

 親睦委員会クリスマス例会打ち合わせ 

本日例会終了後委員会を行いますので、委員の方はお集まりください。 

東 学 幹事 

新会員の集い 

10 月 5 日(木)ご参加される私を含む 8 名：仙波君・濵尾君・田村君・細野(喜)君・加藤(桂)君・熊谷君・遠山君 

明日よろしくお願いいたします。 

 

 

本日はこのような席にお呼びいただいたこと、また、日ごろよりの伊勢原市政にご理解・ご協力をいただいているこ

とに感謝とお礼を申し上げます。新東名を中心に日々その姿が変わりはじめた伊勢原市の将来へ向けての街づくりと

展望について少しお話しさせていただきます。 

 

◎人口構成の推移について 

伊勢原市の高齢化率は 25.1％となっており 4 人に 1 人が高齢者です。子どもの数は年々減っております。65 歳以

上の人口は右肩上がりに増えていて、生産年齢人口は右肩下がりの状況です。このような中で、税収確保の課題をは

じめ、社会保障費の増加（年間 4〜5 億の増）も見込まれております。これからどのような街づくりが必要か、ま

た、社会保障費の捻出方法はどうするかなど、市では知恵を絞っている状態です。 

 

◎伊勢原市の財政状況 

私が市長になってから（平成 24 年〜）おかげさまで順調に伊勢原市の貯金を積み上げてきました。伊勢原市は一時

期、財政危機がありました。しかし最近は計画的に返済を行い、着実に市の債務を減らしております。公社債務も計

画的に年間約 3 億円ずつ返済しております。また、人件費については、私が市長になってから 40 人程度職員を減ら

しております。今後も委託やアルバイトで分担するなど、職員の意見も聞きながら人件費を下げていきたいと思って

おります。市税の徴収率については、優秀な各業界の OB たちに担当していただき徴収率も上がっております。 

 

◎道路の整備について 

新東名高速をはじめ 246 バイパスや県道 603 号線の整備など工事が進められています。全てが完成するのは平成

30 年度の予定ですが若干遅れているようです。工期通りに完成できるように、しっかりと管理してまいります。 

 

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 
61 58 37 63.79 なし 

出席報告 貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 

 卓話    伊勢原市長  高山 松太郎様   【市政報告】 

お客様ご挨拶 



◎そのほかの問題について 

おそらく 70〜80 億はかかっている埋蔵文化財の発掘調査費用の問題、計画から 27 年で新たな展開を迎えた伊勢

原駅北口の再開発の問題など、今後も慎重に将来計画を立てながら問題解決に向け進んでまいります。現在、伊勢原

の市街化率は 21％となっており、県下では下から 2 番目です。若い人たちから「伊勢原に住みたい」と思われるよ

うな街にするためにこれからも皆さんからのお知恵、お力をお借りしながら伊勢原市のさらなる発展のために努力し

てまいります。 

短い時間ではありましたが、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 


