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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2523 回 例会 平成 29 年 12 月 13 日(水) 晴れ

会長挨拶

点鐘

26、７年続いてきました FORUM246 丹沢の間での
例会は、今日で最後になります。
1 月 10 日(水)より伊勢原市総合運動公園体育館会議室
となりますので、お間違えのないようお願いいたします。
3 月 10 日のダンス大会、50 周年実行委員会ともに、
ご協力お願いいたします。
今年も皆さん、ありがとうございました。

ロータリーソング
司会･進行
お客様

井戸川 秀治会長
それでこそロータリー
四つのテスト(佐伯崇興会員)
堂前 慶之会長エレクト

坂本 秀美様(伊勢原中央 RC 幹事)
市川 傑様(創立 40 周年記念実行委員会委員長)

今後の予定
幹事報告
12/20 第 2524 回
クリスマス例会
米山記念奨学会よりハイライトよねやま 213 が
12/27 第 2525 回
特別休会
配信されております。
1/10
第 2527 回
井戸川秀治会長(新年抱負)
 例会場変更のお知らせ
・伊勢原中央 RC
1/17
第 2528 回
3RC 合同新春賀詞交換会
12 月 18 日（月） → 12 月 22 日（金）
「家族親睦クリスマス例会」 18 時点鐘
於：ナイト・ガーデン・コットン
・伊勢原平成 RC
平成 30 年 １月９日（火）通常例会 → 移動例会 伊勢原大神宮へ公式参拝
点鐘 12：30
場所 伊勢原大神宮参集殿
 一般財団法人 比国育英会バギオ基金より、寄付のお願いがとどいております。
 伊勢原市役所より新春市民の集いのご案内が届いております。
日時 1 月 7 日(日) 11:30～
場所 市総合運動公園 体育館
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外谷 正人 スマイル委員会委員長
本日はお世話になります。今日は、中央 RC の 40 周年のお願いにまいりました。よろしくお願
いいたします。
40 周年のおさそいにまいりました。よろしく。
坂本幹事、市川 40 周年実行委員長、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。新春３
クラブ合同例会、よろしくお願いいたします。
11 月の月曜日に、第 2 回のゴルフコンペを開催しました。参加された皆様、お疲れ様でした。
そして濱田 PG、毎回景品を頂き有難うございます。次回も又お願いします。
坂本幹事、市川実行委員長、ようこそ伊勢原ロータリークラブへ。40 周年記念式典、楽しみに
しています。よろしくお願いします。
伊勢原中央 RC 坂本様、市川様、ようこそおいでくださいました。今日はフォーラム 246 での
最終例会、素晴らしい例会場でした。感謝を込めてスマイルします。
伊勢原中央 RC 坂本様、市川様、ようこそいらっしゃいました。40 周年おめでとうございます。
伊勢原中央 RC40 周年おめでとうございます。本日をもってフォーラム 246 での海上がとりあ
えず最後になります。ありがとうございました。
FORUM246 のスッタフの皆様、永年にわたりお世話になりました。丹沢の間、沢山の思い出あ
りがとうございました！
今日でこの会場とお別れですね。名残惜しく感じています会場に感謝です。
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会員誕生祝い

配偶者誕生祝い

創立祝い

スマン

出席報告

第 2 回 井戸タマゴルフコンペ参加賞をスマイルします。(OB×6)
先日の１歳６ヶ月歯科検診で、40 名診て 7,000 円もらい。また本日、売り出し中のタレントの
顎を削ったり、歯を白くしたりして頑張ったのでスマイルします。早く皆さんの様に、昼食中もジ
ャブジャブ儲かる身分になりたいです。外谷ちゃん、いつもスマイル前の小話ありがとう。
先日の井戸タマコンペで、とび賞５位をいただきましたのでスマイルします。天気は良かったので
すが、スコアは今イチでした。
今年一年 ありがとうございました。
坂本幹事、市川４０周年実行委員長、お越しくださり、ありがとうございました。この会場も最後
という事で、スマイルします。
月曜のゴルフは、参加出来ずに残念でした。次回は参加させてください。増田先生おめでとうござ
います。
今日でフォーラムでの例会が最終となることが、大変寂しいです。
伊勢原中央 RC 幹事坂本様、四十周年実行委員長市川様、ようこそおいでくださいました。フォー
ラムでの最後の例会を楽しんでください。
2014 年 7 月にここフォーラム 246 で入会式をさせていただき、伊勢原クラブの一員になりま
した。来年からは別の例会場に移りますが、フォーラムでの最後のスマイル委員長としての誇りを
もって、次の例会場でも楽しんでスマイルを読ませていただきますので、皆様スマイルをお願いい
たします。
大澤 守門君→誕生日お祝い、ありがとうございます。48 歳になります。会社でも家庭でも、迷
惑かけないようにがんばります。
東井 重和君→今年のクリスマス例会、家族 4 人で伺います。よろしくお願いいたします。
服部 幸司君→井戸川会長就任おめでとう。第１回伊勢原 RC 井戸川・東年度、優勝トロフィーあ
りがとうございました。明けましておめでとう。家内の誕生日祝いありがとう。全
部まとめてゴメン！ミソクソっしょです。
金城
肇君→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。今でもラブラブな二人で
す！
戸田 裕士君→会社創立祝いありがとうございます。地域に愛される花屋であり続けたいと、日々
努めてまいります。
金城
肇君→創立して 21 年になりました。これからも頑張ります。
遠山 久恵君→創立７６年となりました。80 年目目指して頑張ります。
飯田 隆三君→先日の当クラブゴルフ同好会で、準優勝しました。少しレベルノ低い準優勝でし
たが、スマイルします。中央ロータリークラブ 40 周年実行委員長市川様、坂本
幹事様、ようこそおいでいただきました。40 周年期待しております。途中で早
退します。スマンです。
田村 貴寿君→本日途中退席します。スマンです。

貝原 剛規 出席委員会委員長

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(％)

61

59

44

74.57

なし

事前 MUP
吉川 昌男君→海老名欅 RC
萩原 庸嘉君→米山奨学・学友・資金推進委員会
松下 孝君→AGE 研修

お祝い
事業所竣工

外谷 正人君に、お祝いが手渡されました。

お礼
伊勢原 RC 事務局は横浜銀行伊勢原支店内をお借りしております。
支店長 遠山 久恵君に、お礼が手渡されました。

お客様ご挨拶
市川 傑様 (伊勢原中央 RC 創立 40 周年記念実行委員会委員長)
いつも大変お世話になっております。40 周年を迎えることとなりました。全員登録でお願いいたします。
坂本 秀美様 (伊勢原中央 RC 幹事)
伊勢原中央 RC40 周年記念式典 厚木レンブラントホテル 受付 14:00～ 式 15:00～ 会食 16:00～
色々思考を凝らしておりますので、楽しんでいただければと思っております。皆様ご協力、よろしくお願い
いたします。

委員会報告
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事
第 2 回 井戸タマゴルフコンペ報告
1 位 増田君
2 位 飯田(隆)君
3 位 堂前君
ニアピン賞 2 つ 飯田(隆)君・堂前君
ドラコン賞 飯田(隆)君・添田君
次回 3 月 5 日(月) レインボーカントリー俱楽部 ガバナー補佐杯と共催

デスグロ賞 堂前君

クラブ年次総会
1）2018～2019 年度
堂前会長年度における理事・役員の推薦及び承認
◎会長／堂前会員
◎理事／東井会員
◎クラブ奉仕／筑城会員
◎奉仕プロジェクト／井戸川会員
◎会計／小泉会員
◎飯田会員／多田会員／萩原会員
◎幹事／外谷会員
◎副幹事／土屋会員
2）会長エレクトに東井会員を承認
3）副会長に筑城会員を承認
4）筑城次年度副会長によるごあいさつ
5）2018 年 3 月 10 日開催の台湾交流ダンスフェスティバル実施に関して（井戸川会長）
6）小泉実行委員長によるごあいさつ
・開催への経緯
・開催趣旨の説明
・実行委員の組織解説
・資料映像の紹介
7）東幹事による台湾交流ダンスフェスティバルの参加チームへの打診経緯報告
8）各委員会毎に今後の制作スケジュール及び内容の確認
3 月 4 日(日)

FORUM246 丹沢の間 最終例会

例会場
例会日
事務局

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

