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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2534 回 例会 平成 30 年 2 月 28 日(水) 曇り

会長挨拶
3 月 4 日(日)伊勢原中央 RC40 周年記念式典
52 名参加予定
3 月 10 日(土)日台国際交流ダンスフェスティバル
本日 実行委員会最終打ち合わせ
ガバナー事務所より
台湾東部地震への義援金のお願い
金額：目安 1 人 500 円
よろしくお願いいたします。
幹事報告

点鐘
ロータリーソング

井戸川 秀治会長
手に手つないで
四つのテスト(築城忠生会員)

司会･進行

堂前 慶之会長エレクト

お客様

足立 兵一様(伊勢原平成 RC)

今後の予定
3/ 4(日)

第 2533 回

伊勢原中央 40 周年記念式典
卓話：山田昌紀君

3/ 7
第 2535 回
例会場：伊勢原市総合運動公園体育館会議室
★ガバナー事務より
・3 月のロータリーレートのお知らせが配信
日台国際交流ダンスフェスティバル
3/10(日) 第 2536 回
会場：伊勢原市文化会館大ホール
されております。1 ドル＝108 円
・台湾東部地震への義援金のお願いが配信さ
振替休会：3/10 ダンスフェスティバル
3/14
第 2536 回
れております。
金額：目安 1 人 500 円
第７グループ I・M(秦野商工会議所)
3/17(土) 第 2539 回
締切：3 月 28 日(水)
クラブから直接支援された場合は支援先・
休会：春分の日
3/21
第 2537 回
金額をお知らせください。
・地区研修・協議会 部門別分科会からの
堂前会長エレクト：PETS 報告
3/28
第 2538 回
お願いが配信されております。
振替休会：3/17 第７グループ I・M
4/ 4
第 2539 回
１．幹事部門：「クラブを成功に導く
リーダーシップ：幹事編」持参
２．クラブ管理運営部門： 各クラブ宛てに質疑応答用のアンケート添付。
返信締切：３月２３日(金)
３．青少年奉仕部門：「ロータリー青少年保護の手引き」をご持参
４．ロータリー財団部門： 各クラブ宛てにアンケートを後日送信
・第 52 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：4 月 10 日(火) 9:30 集合 18:00 パーティー
会場：湘南ローンテニス倶楽部
パーティー会場：MOKICHI
参加費：ロータリアン 7,000 円
家族・ゲスト 5,000 円
・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き受けについてのおねがいが配信されております。
氏
名： ズオン クイン ガー
性別：女
国籍：ベトナム
大
学： 東海大学 (神奈川)
（課程：修士 2 年）
奨学期間：2018 年４月 ～2019 年 3 月（期間：１年）
・米山奨学会より「ハイライトよねやま」215 が配信されております。
・米山学友会より 「交流」が届いております。
★秦野中 RC より 事務局お手伝いのお願いが届いております。
★例会変更のお知らせが届いております。
秦野 RC・秦野中 RC・秦野名水
★ボーイスカウト伊勢原より いやさか第 120 号が届いております。
★伊勢原大神宮より 節分祭のお礼と写真が届いております。
3/10(土) 日台国際交流ダンスフェスティバル 9:00 集合 この間お手伝い 開会セレモニーに出席すると、例会扱い
3/17(土) I・M 登録：12:00～
本日出欠の確認させていただきます。
3/24(土) 秦野中 RC 創立 40 周年記念式典 登録：12:00～
本日出欠の確認させていただきます。
5/12(土) 秦野名水 RC 創立 30 周年記念式典のご案内回覧いたします。

スマイル報告
足立

外谷 正人 スマイル委員会委員長

兵一様

しばらくぶりで、伊勢原クラブの例会にメイクします。本日はよろしくお願いします。

井戸川秀治君

足立さん、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。飯田さん、今日の卓話楽しみにし
ています。モテル男になる為の極意を是非ご教授お願いします。

東

足立さん、ようこそおいでくださいました。飯田さん、卓話よろしくお願いいたします。

学君

堂前

慶之君

平成クラブ足立様、ようこそ。歓迎いたします。

東井

重和君

平成 RC 足立様。本日はよろしくお願いいたします。飯田さん、卓話楽しみにしております。

松下

孝君

飯田

隆三君

内田

智久君

戸田

裕士君

田中

徹君

平成 RC 足立様。ようこそいらっしゃいました。歓迎します。

𡈽屋

修君

3/10 のダンスフェスティバル。皆さん頑張りましょう！

田村

貴寿君

胃腸炎と咳で 2/16 から家にこもってました。少し右肺にトラブルらしきものがあり、今日結果
が出ます。無事なら来週出席できると思います。
平成 RC 足立様。ようこそおいでくださいました。歓迎申し上げます。
8:30 の便で鹿児島から帰ってきました！早く着きたいので、1 番前の席に座りましたが、かわ
りませんでした。なんでかねぇ～！
3/11 大山登山マラソン走ります(10 回目) 3 月はロータリーも行事が沢山で盛り上がっていま
すが、井戸川会長走路員頑張ってください(笑) タマちゃんも走れるよね !!

伊勢原平成 RC 足立様。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。

天野耕一郎君

本日は、私の母の 86 回目の誕生日です。いまだに現役で働いている母に、敬意を表してスマイル
します。

熊谷

勝利君

こんにちは、熊谷です。スマイルします。

外谷

正人君

会員誕生祝い

結婚祝い

創立祝い

スマン

出席報告

伊勢原平成 RC 足立様ようこそ！楽しんでいってください。飯田さん卓話期待しております。頑張
って下さい。
萩原 鉄也君→誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。井戸川会長、こまめな電話攻撃!
威力あります。足立さん、ようこそ伊勢原ロータリークラブへ！
加藤
桂君→お誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。3 月 3 日ひな祭りがお誕生
日です。いつまでも「女の子の節句」が似合うね !! と言っていただけるように、
「かわいい女性」でいれるように頑張ります。追伸：花粉症の時期ですね。皆様お
気を付けください。ちなみに私はこの時期アレルギー喘息になります。左脇ろっ骨
ひびがはいりました。
大谷
聰君→結婚・入会ダブルで祝っていただき、ありがとうございます。結婚したのは東京オ
リンピックの年でした。遠い昔の事になりました。
奥谷 泰永君→創立記念を祝っていただき、ありがとうございます。頑張ります。
堀口 雅巳君→創立 43 年目になります。お祝いいただき、ありがとうございます。これからもご
支援よろしくお願いします。
外谷 正人君→今日 2/28 で、創立 21 年になりました。1 年々が勝負の年だと思って、仕事に
まい進していきたいと思っております。
山田 昌紀君→平成 RC 足立様。ようこそいらっしゃいました。本日 13 時から公務なので、これ
が読まれているころにはいません。スマンです。来週卓話の予定です。よろしくお
願いします。

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(％)

62

59

40

67.79

53.33

事前 MUP
小泉隆一郎君→海老名欅 RC
東
学君→クラブ管理運営委員会/秦野 RC
東井 重和君→米山奨学生修了式・歓送会
事後 MUP
萩原 庸嘉君→米山奨学生修了式・歓送会

委員会報告
仙波 史生 社会奉仕委員会委員長
芝桜プロジェクト植え付け 3/24(土) 8:00 現地集合 (1 時間ほど) ご協力お願いいたします。
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 3 回 伊勢原 RC 井戸タマゴルフコンペ
3/5(月) 第７グループガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会共催 レインボーカントリー俱楽部 集合 8:00

次回卓話：山田 昌紀会員 議員卓話
堂前会長エレクト
3/22(木)次年度理事役員・委員長会議開催
4/8(日)地区研修・協議会 会場：神奈川県立福祉大学 バスで行く予定

卓話

飯田 隆三君

先日、井戸川会長含む7～８名のメンバーとお酒を楽しむ会へ参加しました。そこで今回の卓話の話になり、友好ク
ラブの話もみなさんピンとこないかもしれないので、目先を変えて「魅力ある男性の条件は？」というテーマではど
うだろうと聞いたところ、それは興味深いですねとなりましたので、このテーマでお話させていただきます。
魅力ある男性の条件は大きく3つあると思います。
まず1つは「経済力」。日本がどうして世界に通用するんだろうか？と考えた時に、韓国言っても台湾行っても使え
る所がありますよね？ドルだったら全世界使えますよね？円が主軸通貨として、ドルほどではないけど、通用するっ
てことは世界で認められてると思うわけです。しかしながら国の財政を見てみるとどうでしょう？日本の財政赤字は
1000兆円以上になっています。1000兆なんて天文学的な数字ですよね？それだけ借金があるということです。こ
れからの少子高齢化時代に、日本は大丈夫だろうか？と疑問を持たずにはいられません。
来年50周年を迎える中で、次の10年でどう変わるだろう？ どうしたら魅力あるロータリーになれるだろう。未来
を担う青少年の教育を考えた時に必要になるのが一つ目の「経済力」ではないでしょうか。
2つめには「教育レベル」だと思います。世界でも教育レベルの高い国第1位はフィンランドだそうです。第2位は韓
国、第3位が香港、その次が日本だそうです。日本語は、義務教育をベースに読み書きなど幼少期からの教育が充実
していることで教育レベルを保っている。だから世界からも評価されているのではないでしょうか？ 女性に対して
紳士的な対応ができない人はモテないのと同じで教育レベルはとても重要だと思います。
3つめには「身体をはる勇気」ではないでしょうか？ 世界の外交問題をみても、自分の国は自分で守れるようになる
為には何をすべきかと考えた時に、戦略的に何をするべきか考え、立ち向かう勇気を持つべきではないのかなと感じ
ています。好きな人や環境を守れないようでは魅力的な男性とは言えませんよね？
私は、会社をグループで10社経営しています。決算時に全グループ会社を黒字にしようと頑張っているところで
す。
社長職も次の世代へ引き継いでいます。そしてこれから何をしようかなと思った時に、常に大切なことは人を育てる
ことだなと思んです。私自身常に謙虚でありたいし、また同時に楽しい人生を送りたいなと思っております。毎日ド
キドキ、ワクワクする生活って素敵じゃないですか？
今年は、これらの要素を踏まえながら、魅力ある自分、魅力あるロータリアンになれるよう努力をしていきたいなと
思っております。
ご静聴、有難うございました。

例会場
例会日
事務局

伊勢原市総合運動公園会議室
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

