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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2531 回 例会 平成 30 年 2 月 7 日(水) 晴れ

会長挨拶
理事会報告
・次年度例会場諮問委員会メンバー
次年度会長
堂前 慶之君
次年度幹事
外谷 正人君
次年度会場監督
田中
徹君
今年度会場監督
小泉隆一郎君
以上 4 名により、次年度例会場が決定されます。
・3 月 4 日(日)伊勢原中央 RC40 周年記念式典
全員でお祝いいたしましょう。是非ご出席お願い
いたします。
・3 月10 日(土)日台国際交流ダンスフェスティバル
クラブ事業には、皆さんに携わっていただきたい
ので、是非ご参加お願いいたします。
・4 月 14 日(土)伊勢原芸術花火大会
2 月 14 日(水)の例会に、実行委員長さんがご挨拶に
いらっしゃいます。例年通り移動例会といたしますので、
皆さんご出席お願いいたします。

点鐘
ロータリーソング
司会･進行
お客様

井戸川 秀治会長
君が代・奉仕の理想
四つのテスト(東井重和会員)
堂前 慶之会長エレクト
地区補助金配分・推進委員会委員長

中村 眞英様 (伊勢原平成 RC)
地区補助金配分・推進委員会委員

米山奨学生

富田 桂司様 (茅ヶ崎 RC)
原 郁夫様 (秦野名水 RC 会長)
原 恵美子様 (秦野名水 RC)
渡辺 紀之様 (伊勢原中央 RC)

ガントグトヒ・サラントヤさん

幹事報告
★ガバナー事務より
今後の予定
・地区研修・協議会のご案内が配信されております。
①開催のご案内
卓話：渡辺真志氏(野村証券(株))
2/14
第 2532 回
②リーダー・サブリーダーの一覧表
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
③2017-18 年度及び 2018-19 年度地区役員・
振替休会：3/4 伊勢原中央 RC
2/21
第 2533 回
40 周年記念式典
G 補佐・地区委員長一覧
④ｗｅｂｓｉｔｅを利用した登録方法
卓話：飯田隆三君(友好クラブ委員長)
2/28
第 2534 回
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
⑤送金明細書
卓話：ミニ卓話
⑥登録内容変更届
3/ 7
第 2535 回
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
⑦マイクロバスでの来場について
◎今年度は登録を website でしていただきます。
登録：3 月 9 日(金)迄
・会長エレクト研修セミナー(PETS)開催のお知らせが配信されております。
日時：3 月 13 日(火)9:30～10:00 登録 点鐘：10:00
場所：藤沢商工会館ミナパーク 登録料：1 クラブにつき 10,000 円 登録：2 月 23 日(金)迄
・次・クラブ指導に向けた「公共イメージ＆社会・国際奉仕セミナー」開催のご案内が配信されております。
日時：3 月 7 日(水)14:00 受付開始 14:30 開会 登録：2 月 23 日(金)迄
・米山奨学生の世話クラブカウンセラーお引き受けについてのお願いが届いております。
氏名：シティ マルティナ メリアナ 女性
国籍：インドネシア
大学：東海大学
奨学期間：2018 年 4 月～2019 年 3 月
・インターアクト一泊研修会のご参加のお願いが配信されております。
3 月 24 日(土)～25 日(日)・会場：小田原スポーツ会館 宿泊先：サンヒルズ小田原
ロータリアン(宿泊)6,000 円 ロータリアン(日帰り)3,000 円 ロータリアン(登録のみ)3,000 円
・平和と紛争予防/紛争解決月間 リリースのご案内が配信されております。
★第７グループ I・M 実行委員会より
I・M 実行委員会開催のお知らせが配信されております。
日時：2 月 22 日(火)18:00～ 場所：秦野商工会議所 1 階

★第７グループガバナー補佐杯親睦ゴルフコンペ組み合わせ表が届いております。
★秦野中 RC より
創立 40 周年記念式典登録のお願いが届いております。
登録料：1 人 10,000 円 登録：3 月 2 日(金)迄
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外谷 正人 スマイル委員会委員長
伊勢原 RC の皆様こんにちは！本日は、財団卓話のお時間をいただき、誠にありがとうございま
す！短い時間ではございますが、お付き合いの程よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しておりました。今日、夫婦でメイキャップにまいりました。よろしくお願い申し上げ
ます。
いつもお世話になります。伊勢原 RC さんの華やかさに敬服します。3 月には 40 周年事業があ
ります。よろしくお願いします。
伊勢原平成 RC 中村眞英様、ようこそおいでくださいました。秦野名水 RC 会長 原郁夫様・恵美
子様、茅ヶ崎 RC 富田桂司様、伊勢原中央 RC 渡辺紀之様、ようこそおいでくださいました。歓
迎いたします。米山奨学生 サラントヤさん勉強頑張ってください。
中村補助金配分・推進委員長、富田委員、本日はありがとうございます。ようこそ伊勢原ロータ
リークラブへ。卓話よろしくお願いいたします。
原郁夫会長、原恵美子様、渡辺紀之様、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。原会
長、箱根でのクリスマス家族親睦例会では、大変お世話になりました。楽しかったです。移籍の
話はまだ当クラブ内では出ていません。会長・幹事会も、よろしくお願いします。
地区補助金配分・推進委員長 中村様、茅ヶ崎 RC 富田様、秦野名水 RC 原様、奥様、伊勢原中
央 RC 渡辺様、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願いいたします。
伊勢原平成 RC 中村様、秦野名水 RC 会長 原郁夫様・恵美子様、茅ヶ崎 RC 富田桂司様、伊勢
原中央 RC 渡辺紀之様、ようこそおいでになられました。本日はよろしくお願いいたします。
伊勢原平成 RC 中村様、秦野名水 RC 原様、恵美子様、茅ヶ崎 RC 富田様、伊勢原中央 RC 渡
辺様、ようこそおいでくださいました。中村様、卓話よろしくお願いします。
秦野名水 RC 原様ご夫妻、茅ヶ崎 RC 富田様、伊勢原平成 RC 中村様、伊勢原中央 RC 渡辺県
議、ようこそおいでいただきました。歓迎申し上げます。補助金配分・推進の中村委員長、本日
の卓話、よろしくお願いします。
伊勢原平成 RC 中村様、秦野名水 RC 原会長、恵美子様、茅ヶ崎 RC 富田様、伊勢原中央 RC 渡
辺様、ようこそいらっしゃいました。私自身旅疲れで、若干体調を崩していますが、皆さんに元気
をいただきにまいりました。
2780 地区補助金配分・推進委員長 中村様、同じく富田様、ようこそいらっしゃいました。本日
は卓話よろしくお願いします。
先週 4 つのテストをやらせてもらった時に上がってしまい、数字を１・２・３・４と言ってしま
い、会長からクレームがはいりました。申し訳ありませんでした。次回は気を付けてやらせていた
だきます。
佐伯 崇興君→誕生日と創立をおいわいいただき、ありがとうございました。85 才になりました。
創立は 393 年目、あと 7 年で 400 年。それまでしんどいですがネ。
松下
孝君→結婚祝いありがとうございます。たしか 29 回目だと思います。谷あり谷ありで大
変です。
金城
肇君→結婚記念を祝っていただき、ありがとうございます。
大滝 義人君→結婚を祝っていただき、大変うれしく思います。本日は出席できませんが、代理に
田中さんに受け取ってもらいます。
築城 忠生君→創立 54 年目となりました。最近は、AI の技術を取り入れながら酒屋をやってい
ます。
貝原 剛規君→創立お祝いいただき、ありがとうございます。17 年目に入りました。人手不足と
社員教育に日々悩んでいますが、まだまだ頑張ります。
貝原 剛規君→本日は 13:00 早退します。スマンです！
高梨 浩樹君→ご無沙汰しております。中々出席できずに申し訳ございません。

貝原 剛規 出席委員会委員長
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事前 MUP
萩原 庸嘉君→米山奨学・学友・資金推進委員会

ロータリー米山記念奨学寄付

増田 隆一郎君

第 5 回米山功労者

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん
2 月分奨学金が手渡されました。
いつもお世話になっております。
タイで発表することになり、明後日タイに行きます。
思った通りに良い発表ができるよう、頑張ってきます。

委員会報告
萩原 庸嘉 会計
半期決算報告
萩原会計より説明。別紙にて例会中配布。
貝原 剛規 出席 プログラム委員会委員長・ゴルフ同好会幹事
出席・プログラムより次回例会
2 月 14 日(水)例会：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
卓話：野村証券様
ゴルフ同好会よりコンペのお知らせ
3 月 12 日(月)平塚湘南 RC ポリオ撲滅チャリティーコンペ開催 締切：2/12

財団卓話

中村 眞英様

地区補助金配分・推進委員会委員長

2780 地区補助金配分・推進委員会委員長の中村です。まずはピラミッド作りのお話しをさせていただきます。ピラミ
ッドを作っている A さん、B さん、C さんにどんな仕事なのか聞きました。A さんは石を運んでいると答えました。B
さんはピラミッドを作るために石を運んでいると答えました。C さんは文化・歴史を作るために石を運んでいると答え
ました。このように同じことをしてもその「意識」の違いで大きな差が生まれることがおわかり頂ける話しです。
もうすぐ 50 周年を迎えられる伊勢原 RC の文化・歴史はどうでしょうか。5 年前くらいですが、当時 65 クラブあ
るうち寄付額は下から二番目でした。寄付に対する意識は低かったのですが、補助金での芝サクラ事業、昨年度、野
球交流で台湾へ地元の小学生を連れて行った際には伊勢原 RC から約 100 万円の寄付をいただいたことで、意識は
変わってきているのではないかと考えております。
◎ロータリー財団のキャッチフレーズ「世界でよいことをするために」この精神に基づいて基金が設置されていま
す。
寄付には、ロータリーの現在の活動を支援する「年次基金」とロータリーの未来を支える「恒久基金」があります。
●「年次基金」への寄付は地区補助金・グローバル補助金などクラブの奉仕プロジェクトを支える基金となります。
25％が地区補助金となっています。
●「恒久基金」への寄付は、基金の元金となり、恒久的に維持されます。これは財団が将来も確実に活動を続けてい
くための備えとなります。
◎ロータリー財団への寄付は、人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チームの活動を支える補助金になります。
●地区補助金・・・地区補助金は地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい、短期的な活
動を支援します。柔軟に活用できます。
●グローバル補助金・・・大規模な国際的活動を支援します。クラブはオンラインによる申請をロータリー財団と直接
実施し、審査を受けなければいけません。
全てのロータリアンに毎年 100 ドルを目標にお願いしております。ロータリー財団への寄付額、米山への寄付額は
記録され、数字として残ります。数字が残るものは印象にも残ります。積極的な寄付によってクラブが表彰されるよ
うになってほしいと考えております。ぜひみなさんよろしくお願いいたします。
皆さん一体となって伊勢原 RC の文化・歴史を作って戴きたいと思います。伊勢原 RC の
今後に注目しております。ご清聴ありがとうございました。

例会場
例会日
事務局

和膳 照國 (移動例会)
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

