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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2529 回 例会 平成 30 年 1 月 24 日(水) 晴れ

会長挨拶

点鐘

先日の雪、こちらでは次の日にはなくなり、さほど
影響はなかったようですが、都心では、まだ残って
いす。
伊勢原は雪も少なく、とても過ごしやすいところだ
と思います。
幹事報告

ロータリーソング
司会･進行
お客様

井戸川 秀治会長
手に手つないで
四つのテスト(大谷聰会員)
堂前 慶之会長エレクト

能條 恵子様(国際ソロプチミスト伊勢原会長)
小泉 好子様(国際ソロプチミスト伊勢原歳入委員長)

★ガバナー事務より
今後の予定
・RI 人頭分担金請求書が届いております。
・米山奨学会 2017-18 年度下期普通寄付金送金
卓話：仙波史生君(職業奉仕委員長)
のお願いが配信されております。
1/31
第 2530 回
例会場：ニュー天野屋ホテル
・
「第 19 回ロータリー国際囲碁大会」のご案内が
卓話：中村眞英様(伊勢原平成 RC)
配信されております。
富田桂司様(茅ヶ崎 RC)
2/ 7
第 2531 回
日時：4 月 22 日(日)
例会場：照国
9:00 登録受付 9:30 開会式
卓話：山田昌紀君(議員)
2/14
第 2532 回
会場：日本棋院会館本院
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
登録料：18,000 円
振替休会：3/4 伊勢原中央 RC
2/21
第 2533 回
・トロント国際大会 日本人親善朝食会のご案内が
40 周年記念式典
配信されております。
卓話：飯田隆三君(友好クラブ委員長)
2/28
第 253４回
日時：6 月 24 日(日)
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
開場 6:30 朝食会 7:00～8:30
場所：Hyatt Regency Toronto
・青少年交換留学生のための日本語講師 紹介/推薦のお願いが配信されております。
・米山奨学金終了学生修了式/歓送迎会開催のご案内が配信されております。
終了学生でない世話クラブの方も、ご都合のつく方はご参加ください。
日時：2 月 18(日) 14:30～受付 修了式・歓送迎会 場所：第一相澤ビル
・米山奨学会より ハイライトよねやま 214 が配信されております。
★第７G より
・青少年交換留学生分担金(下期)のお願いが届いております。
＠,2000×会員数(1/1 現在)
・第７グループガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会開催のご案内が届いております。
日時：平成 30 年 3 月 5 日（月）8 時集合（集合写真を撮ります。
）
場所：レインボーカントリー俱楽部
参加費：3,000 円 受付にてお支払い願います。
（受付は 7 時 30 分から）
プレー費：各自ご精算をお願いします。 約 17,200 円（昼食付・税込）
各クラブ負担金 \30,000 を振込お願いします。申込 1 月末日迄
スマイル報告
井戸川秀治君
東

学君

外谷 正人 スマイル委員会委員長
これから寒い日が続くという事なので、お身体に十分気を付けてください。国際ソロプチミスト
会長 能條恵子様、歳入委員長 小泉好子様、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。
国際ソロプチミスト伊勢原、能條様、小泉様、ようこそ伊勢原ロータリークラブへ。よろしくお
願いいたします。

堂前

慶之君

国際ソロプチミスト伊勢原会長 能條様,、小泉様、ようこそいらっしゃいました。

東井

重和君

国際ソロプチミスト伊勢原の皆様、ようこそいらっしゃいました。小泉さん、会場監督頑張って。

飯田

隆三君

田中

徹君

山田

昌紀君

天野耕一郎君

国際ソロプチミスト会長 能條様、歳入委員長 小泉好子様、ようこそおいでいただきました。歓
迎申し上げます。
思わぬ大雪で、本日のコンペが中止となりましたので例会に参りました。遊びに行ってはダメとい
う事なんでしょうか。
ソロプチミスト伊勢原、能條様、小泉様、ようこそいらっしゃいました。3 月の講演会楽しみにし
ています。チケットは母から購入済みです。
本日は例会欠席の予定でしたが、一昨日の幸で、ゴルフ場がクローズの為急きょ出席しました。無
駄金を使わずに済んだので、スマイルします。

堀口

雅巳君

この寒波の中、今日は伊勢原市薬剤師会の賀詞交歓会です。大雪でなくて良かったです。

外谷

正人君

先週、下平間の農道工事を受注させていただきました。東幹事の自宅のそばなので、苦情が出ない
ように頑張ります。
添田 博充君→ありがとう。
村山 恵子君→今日(24 日)が誕生日です。？才です‼誕生日を祝っていただいて、ありがとうご
ざいました。
山田 昌紀君→妻の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。怖いので年齢は公表できま
せんが、私の 9 つ下という事だけで勘弁してください。ちなみに私は 47 才です。
田村 貴寿君→家内の誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。
松下
孝君→本日社員の発表があり、早退させていただきます。次年度ガバナー補佐のユニフォ
ームブレザーを着てきました。

会員誕生祝い
配偶者誕生祝い
スマン

出席報告

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(％)

62

60

37

61.66

なし

事前 MUP
なし

お客様ご挨拶
能條 恵子様(国際ソロプチミスト伊勢原会長)
今年もチャリティーショーのお願いにうかがいました。皆様にご協力いただきましたチケット全
て、社会福祉、生活向上の為に、全額寄付させていただいておりますので、一人でも多くの方にい
らしていただきたいと思います。
小泉 好子様(国際ソロプチミスト伊勢原歳入委員長)
第 27 回チャリティー講演会
日時：3 月 24 日(土) 13:30～15:30 場所：伊勢原市文化会館小ホール
第一部：伊勢原室内管弦楽団ミニコンサート。第二部：
「こころを動かす言葉」元 NHK アナウン
サー加賀美幸子氏講演会。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

委員会報告
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事
第７グループガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会のご案内
日時：３／５（月）８：００集合
場所：レインボーＣＣ
費用：参加費３，０００円、プレー費約１７，２００円
競技：新ペリア方式
表彰：順位賞、ニアピン賞、ドラコン賞、クラブ対抗賞
※表彰、懇親会はゴルフクラブ会場にて行います。
受付：１／３１まで
なお、本大会は、第３回伊勢原ロータリークラブ井戸川東年度ゴルフコンペを兼ねて開催いたしますので、
別途クラブ内での表彰も行います
参加ご希望の方は、貝原０９０－９９７２－３９９１までお知らせください。
メール返信、ＬＩＮＥ、例会場での申告などでも結構です。
ゴルフ同好会員は、不参加の場合もご連絡をお願いいたします。

クラブ協議会
新年抱負
◎井戸川会長
今年度になり半年が過ぎました。
夏の納涼例会から、台湾事業、道灌祭り、クリスマス例会と皆さんのご協力があり実施できました。今年の抱負とし
まして、3月4日には中央RCの40周年記念、5日にはガバナー補佐杯、3月10日には日・台交流ダンスフェスティ
バル、3月17日にはIM、3月24日には秦野中RCの40周年、5月には、秦野名水RCの30周年が控えています。一人
でも多くの皆さんにご出席いただいて、盛り上げて頂きたいと思います。
増強に関しまして、当初の目標だった6名は達成しましたが、6月までにはあと2名を目標にしたいと思います。財団
米山に関してですが、達成率はまだ6番目です。下期で委員長に頑張っていただき少しでも達成できたらと思いま
す。また昨年から例会場探しで苦労しています。堂前年度になるまでに安定した場所を探したいと思いますのでご協
力お願いいたします。
◎東幹事
まずはクラブ計画書にある1月～6月までの行事予定変更をご確認ください。
例会会場に関してですが、会場別に色分けした資料をご用意しております。
3月4日には中央RCの40周年記念があります。全員出席でお願いします。
各事業に関しましては、各実行委員長や委員長よりお話があると思いますので割愛いたします。
残りの半年間、井戸川年度もたくさんの行事がありますので、一人でも多くの会員の皆さんにご参加いただけるよう
努めて参りますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
◎東井クラブ管理運営委員長
7月31日にクラブ管理委員会を鳥好さんにて18名で行いました。
8月に納涼例会、10月出席向上委員会、12月にはクリスマス例会を実施しました。
新年の抱負としまして、奉仕活動にあまり労力をかけられず、親睦活動に偏り気味でした。
残りの半年間、より多くの協力を得て奉仕活動も実施していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
◎堂前会員委員長
会員増強は比較的順調にいっていると思います。当クラブの女性会員は現在4名ですが、RCとしては1割を目標にし
ていますが後2名で達成しますので引き続きご紹介をお願いします。広報に関しましては、ロータリーの友に投稿す
る記事もご検討ください。スマイル、財団に関しても達成できますようご協力ください。
会長エレクトとしましては、50周年に向けて組織づくりから準備していきたいと思います。実りある50周年を迎え
たくご協力お願いいたします。
◎田中会員増強委員長
地区内でも6名増強した当クラブをお誉めいただいています。下期にはあと2名の増強を目指していきたいと思いま
す。2780地区には66クラブあります。内60名以上のクラブは7クラブあります。横須賀の114名はダントツです
が、平塚と同様に60名を超える大クラブとなって参りました。6月の退会者を出さないよう増強はもちろんですが、
維持していくことも大切です。6月までに会員維持を目的とした事業を積極的に行っていきたいと思います。
◎戸田広報雑誌委員長
上期に台湾友好の記事を投稿できませんでしたので、3月のダンスフェスティバルに関しては、ロータリーの友に入
稿はしていきたいと思います。
◎外谷スマイル委員長
皆様の多大なるご協力のもと、上期のノルマは順調に達成するできたと思います。
残り半年間もスマイルのご協力をお願いいたします。
◎田村ロータリー財団委員長
上半期にはあまり活動できませんでした。下半期として、地区より中村さんにお越しいただき、財団に関して分かり
やすいご説明をいただく予定です。照国にて行いますので会歴の浅いメンバーを中心にお誘い合わせの上、ご参加く
ださい。今後の目標としては11月時点で40％の達成率でした。前年度の＄135を超えるよう働きかけていきますの
で、ご協力お願いいたします。
◎築城米山奨学委員長
上半期には4月のクリーンキャンペーンが多数ご参加いただき実施できました。10月にはサラントヤさん、ニーラナ
ンさんをお呼びして卓話を実施しました。10月の国際交流会も無事行われました。下半期にかけては地区で一つで
もポイントを上げたいということもありますので、田村委員長と一緒にご理解をいただけるよう働きかけていきたい
と思います。

◎貝原出席プログラム委員長
魅力ある例会づくりを実施し、目標通り実行していきたいと思います。
下半期では、1つはミニ卓話を継続し会員間の連帯感の醸成を計ります。2つ目に議員卓話を実施し、伊勢原市の実
情への理解を促します。
3つ目に健康卓話を継続していきます。4つ目に日帰り視察としまして神奈川県総合防災センターでの例会を予定し
ています。防災への意識を高めていきたいと思います。例会出席率の向上に関しては上半期では達成できませんでし
た。下半期ではさらに楽しい例会にできるよう努めて参ります。
◎大澤クラブ会報委員長
上半期では事務局や同期メンバーの多大なご協力もあり、クラブ会報を運営してきました。下半期では、会長・幹事
や次年度堂前会長へ、会報の継承の仕方を含めてご相談させていただき改善して参ります。
◎添田社会奉仕委員長
事業としては、各委員長のご尽力もあり、ふれあい事業と卓話の支援を滞りなく実施いたしました。下半期では村上
委員長の意向で新たな事業を検討して参ります。引き続きよろしくお願いいたします。
◎仙波社会奉仕委員長
上半期にはふれあい事業と道灌祭りへ参加しました。下半期にはダンスフェスティバルもありますが、継続事業であ
る芝桜のメンテナンスを進めて参りますのでご協力をお願いいたします。
◎飯田友好クラブ委員長
友好クラブの例会日が同じこともあり伊勢崎RCと茅野RCとの交流が中々進んでないのが現状ですが、伊勢原RCが
休会の時に合わせて交流できるよう調整中ですので、是非参加したいと言う方がいらっしゃいましたらお声がけくだ
さい。
◎小泉クラブ研修リーダー
新会員が6名増えたこともあり、研修会を実施していきたいと思います。3月に控えているダンスフェスティバルに
少しでも多くの皆さんに参加いただき、お手伝いいただくことでクラブの連帯感を強めていきたいと思います。引き
続きご協力をお願いいたします。

例会場
例会日
事務局

伊勢原総合運動公園体育館会議室
毎週水曜日 12:30～１３:３０
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

