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第 2535 回 例会 平成 30 年 3 月 7 日(水) 曇り

会長挨拶

点鐘

3 月 4 日伊勢原中央 RC 創立 40 周年記念式典
皆様ご参加ありがとうございました。
3 月 5 日第７グループガバナー補佐杯
クラブ優勝いたしました。
3/10(土) 日台国際交流ダンスフェスティバル
3/17(土) I・M
3/24(土) 秦野中 RC40 周年記念式典
3/28(水) 通常例会
3/28～6 月まで 通常例会場は 「和膳 照國」

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(松下孝会員)
堂前 慶之会長エレクト

原
郁夫様(秦野名水 RC 会長)
酒井 健一様(秦野名水RC 創立30周年実行委員長)

米山奨学生

ガントグトヒ・サラントヤさん

今後の予定

幹事報告

★ガバナー事務より
3/10(日)
・地区研修・協議会 財団部門アンケートへの
回答依頼のお願いが配信されております。
3/14
締切：3 月 23 日迄
・3 月の「水と衛生月間」のリソース/新出版物・ 3/17(土)
出版物リニューアルのご案内が配信されており
3/21
ます。
★例会変更のお知らせ
3/28
伊勢原中央 RC
4/ 4
３月 26 日（月） → ３月 24 日（土）
３月 26 日（月） → ３月 24 日（土）
4/11
秦野中ＲＣ創立 40 周年記念式典に振替
★秦野中 RC より
4/18・19
秦野中 RC 創立 40 周年記念式典再度ご案内
4/25
受付 12:00～13:00 となっておりますが、ご昼
食のご用意はございませんので、お食事を済ませ
てから受付を行っていただきますようお願いいたします。
スマイル報告

第 2536 回

日台国際交流ダンスフェスティバル
会場：伊勢原市文化会館大ホール

第 2536 回

振替休会：3/10 ダンスフェスティバル

第 2539 回

第７グループ I・M(秦野商工会議所)

第 2537 回

休会：春分の日

第 2538 回

堂前会長エレクト：PETS 報告

第 2539 回

振替休会：3/17 第７グループ I・M

第 2540 回

クラブ協議会 (地区研修・協議会)

第 2541 回

移動例会(親睦旅行)

第 2542 回

ミニ卓話

山田 昌紀 スマイル委員会委員長代理

原

郁夫様

秦野名水 RC 30 周年記念式典のご案内に参りました。よろしくお願い申し上げます。

酒井

健一様

30 周年記念式典のご案内に参りました。多数の皆様のご参加お待ちしています。

井戸川秀治君

東

学君

堂前

慶之君

西部

康男君

松下

孝君

秦野名水 RC 会長 原郁夫様、30 周年実行委員長 酒井健一様、ようこそおいでくださいました。
歓迎いたします。5 月 12 日の 30 周年は、参加いたしますので、その節はよろしくお願いいた
します。サラさんこんにちは。勉強頑張ってください。
原会長、酒井実行委員長、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。サラさん勉
強頑張ってください。原会長、会長・幹事会も残り少なくなってきました。これからも、厳しく
も愛情のあるご指導よろしくお願いします。
秦野名水 RC 原会長、酒井 30 周年実行委員長、ようこそいらっしゃいました。歓迎申し上げま
す。本日 地区研修の為、早退いたします。
元気になりました。
秦野名水 RC 原会長、酒井実行委員長、創立 30 周年おめでとうございます。楽しみにしており
ます。

先日の G 補佐杯で、ドラゴン・ニアピン・チーム賞。クラブ内で準優勝、ベスグロをいきました。
桑田泉の「クォーター理論」徐々に効いてきたようです。
秦野名水 RC 原会長様、実行委員長酒井様、ようこそおいでいただきました。創立 30 周年期待
しております。
秦野名水 RC 原会長、酒井実行委員長、ようこそおいでになりました。30 周年おめでとうござ
います。
3/5 の第 3 回井戸タマコンペで優勝しましたので、賞金の一部をスマイルします。悪天候のた
め、皆さんスコアを崩されたので、タナボタでした。前回のコンペは、熊谷さんのアシストにヨ
リブービー賞を頂きましたので、子供たちはパパはゴルフが相当うまいと思っているようです。

〃
飯田

隆三君

田中

徹君

貝原

剛規君

𡈽屋

修君

大澤

守門君

秦野名水 RC 原様、酒井様、サラさん、ようこそいらっしゃいました。
秦野名水 RC 原会長、酒井実行委員長、ようこそ伊勢原 RC へ。30 周年おめでとうございます。
月曜日はガバナー補佐杯でした。個人で 2 位、伊勢原 RC 優勝にも一役買ったので、鼻高々でス
マイルします。
秦野名水原様、酒井様、ようこそいらっしゃいました。歓迎いたします。サラさんもようこそ！
久しぶりのスマイル報告、緊張しますが頑張ります。あと卓話もよろしくお願いします。
上の娘が来週幼稚園を卒園します。市議会本会議のため卒園式には出席できないと娘に伝える
と、
「パパ太って目立つから来なくてよかった」と言われてしまいました。おかげでダイエット始
めました。
戸田 裕士君→誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。49 歳になります。体力向上
目指して頑張ります。4 月末、富士五湖ウルトラマラソン 100 ㎞走ります。3 月
仕事多くて早帰りします。

天野耕一郎君
山田

昌紀君
〃

会員誕生祝い

佐伯

配偶者誕生祝い

崇興君→家内の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。

山口
貝原
結婚祝い

知英君→結婚して 39 年目になります。毎日朝から晩まで一緒ですが、仲良くやってます。
剛規君→結婚記念日をお祝いいただき、ありがとうございます。15 年目に入ります。いつ
までも仲良くしてもらえるよう、いろいろガマンいろいろ努力しています。先日の
コンペの賞金で、ディナーに行こうと思います。
天野耕一郎君→本日は、9 回目の結婚記念日をお祝いしていただき、ありがとうございます。

創立祝い

東井

重和君→3 日より 34 生月日に入ります。これからもコツコツと頑張って参ります。

入会祝い

濱田

勝彌君→入会をお祝いいただきありがとうございます。

遠山

久恵君→本日途中退席します。すみません。3/11 は、大山登山マラソン走ります。横浜銀
行の T シャツを着たランナー31 人。ボランティア 15 人で受付のお手伝いをしま
す。よろしくお願いします。
小泉隆一郎君→本日、所用で欠席します。いよいよ日台ダンスフェスティバルです。皆様ご協力を
お願いいたします。楽しみましょう。Let’s enjoy !
外谷 正人君→皆様申し訳ございません。本日は欠席させていただきます。世界一の石材展示会に
行ってきます。ダンスフェスティバルには、間に合うように帰ってきます。

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

33

55

休会

事前 MUP
松下 孝君→AG 研修
東
学君→地区新会員の集い打ち合わせ会議
鈴木康弘君→地区新会員の集い打ち合わせ会議
熊谷勝利君→地区新会員の集い打ち合わせ会議

お客様ご挨拶
秦野名水 RC

創立 40 周年記念式典ご挨拶
秦野名水 RC 会長 原 郁夫様
5 月 12 日(土) 箱根湯本富士屋ホテル 登録 13:00～ 式典 14:00～
是非、大勢の皆様にご参加いただければと思っております。
秦野名水 RC30 周年実行委員長 酒井健一様
記念講演には、元国際ロータリー会長 田中作次氏をおよびして行います。
是非ご参加ください。

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん
3 月分奨学金が手渡されました。
先月タイで行われた国際学会では、無事に発表をしてきました。国際学会は、
海外で日本語教育をおこなっている先生や大学院生が集まって、自分たちのやっ
ていることを発表しました。とても勉強になりました。残り半年、卒業制作そし
て就職活動も頑張ります。

委員会報告
飯田 隆三 友好クラブ委員会委員長
伊勢崎 RC 訪問
伊勢崎 RC に訪問したいと思います。行かれる方おりましたらこの後お残りください。
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 4 回 伊勢原 RC 井戸タマゴルフコンペ
4/5(木)を予定しております。改めてお知らせいたします。
次回 3/28 例会 和膳 照國
松下 孝会員
遐齢民族舞踊藝術圑・郷音國樂圑とのパーティー
3/10(土)ダンスフェスティバル終了後、金城会員と松下を中心にフォーラム 246 にて
19 時 30 分よりパーティーを開催いたします。（会費 1 万円）
ご都合よろしい方はご参加下さいますよう、よろしくお願いいたします。

卓話

山田 昌紀君

議員卓話

山田昌紀です。1970 年生まれの 47 歳、生まれも育ちも伊勢原です。伊勢原小学校・中沢中学校・希
望ヶ丘高校・中央大学を卒業。1995 年 (株)ＴＢＳビジョンに入社。報道、天気、ワイドショー、スポ
ーツ等の番組ディレクターを経験。2007 年野沢電化工業株式会社に勤務、2009 年 NPO 法人未来を
立ち上げ、精神障害者のグループホーム（自立支援施設）を開設しました。その後、東日本大震災
3.11 の年、2011 年に伊勢原市議会議員選挙に初当選させていただき、2015 年おかげさまで２期目の当選をさせ
ていただきました。議員での役職ですが、議会広報委員会 委員長、議会運営委員会 委員長を経て現在は教育福祉常
任委員会 委員長、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員“最大会派”創政会 代表、他にも伊勢原市青少年指導員、
伊勢原市消防団、伊勢原市ボーリング協会 会長などをしております。
■市議会議員の職務とは
（1）公共の決定者：予算、決算、条例などの議決権
（2）権力の監視者：市議会議員 21 人で市職員６５０人に対峙
（3）政策の立案者：議員自ら条例を策定することが出来る（過去 1 度もない）
（4）民意の集約者・・・市民の意見を市政に反映させる
私が思う市議会議員として最も大切なことは 5 年 10 年 20 年後の伊勢原をどうしたいのか？どうしたら市民が幸せ
になるのかを考え、行政に提言・提案し執行部をその気にさせることだと考えています！
■議員としての７年間の実績
（1）防災公園の設置と計画していた旧協同病院の跡地の高度利用の提言
（2）介護ボランティアポイント制度（H29・10 月から実施）
（3）総合運動公園の大型遊具設置と水辺の整備（H29・3 月事業化決定）
（4）小学校・中学校入学の際の就学援助費前倒し受給（H28 年・12 月決定）
沢山の提案をして職員をその気にさせることが大切だと思っています。
■財政厳しい伊勢原市、打開策は？
1 人当たりの借金は 23 万 2087 円。厳しい財政が続く伊勢原市、その打開策ですが
（1）人口増による更なる市税収入の増
・産業用地の創出（東部第 2、新東名北インター周辺）
・更なるシティプロモーション（自然環境と医療環境）
・玄関口である伊勢原駅北口の整備
→創政会による住民協議会開催（4 月 8 日、5 月 13 日）
（2）医療費削減による扶助費の減（医療費において伊勢原市は県内 1 位）
また健康寿命の延伸のために教育福祉常任委員会では伊勢原市議会初の政策条例の制定に向け準備中です。これから
の伊勢原市議会ロータリー議員団にぜひご期待下さい！！本日はご清聴ありがとうございました！

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

