国際ロータリー 第 2780 地区 第 7 グループ 伊勢原ロータリークラブ

ROTARY CLUB OF ISEHARA
R I
会
長
地 区 ガバナー
会
長
幹
事
会 報 委 員 長

イアン H.S.ライズリー
大谷 新一郎(相模原南 RC)
井戸川 秀治
東
学
大澤
守門

ROTARY:
MAKING A
DIFFERENCE

ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
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第 2538 回 例会 平成 30 年 3 月 28 日(水) 晴れ

会長挨拶

点鐘

3/10(土) 日台国際交流ダンスフェスティバル
タウンニュースにも掲載されておりますが、
皆様のご協力のもと、無事終える事ができ
ました。とても意義のある事業となりまし
とこと、お礼申し上げます。
6/8(金) 第 7G 有志による懇親会
第 1 回目の懇親会を企画しております。
交流をより深めるためにも、ご参加お願い
いたします。詳細は追ってご連絡いたします。

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(村上一秋会員)

司会･進行

堂前 慶之会長エレクト

お客様

井上
山口
田中
田口

善博様(秦野 RC)
太郎様(秦野 RC)
宏顕様(秦野 RC)
幸代様(秦野 RC)

今後の予定
幹事報告
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第 2539 回 振替休会：3/17 第７グループ I・M
★ガバナー事務より
・4 月のロータリーレートのお知らせが配信され
4/11
第 2540 回 クラブ協議会 (地区研修・協議会)
ております。 1 ドル＝104 円
・次年度ガバナー公式訪問のための資料の
4/14(土) 第 2543 回 いせはら芸術花火大会・アルベロベッロ
お願いと、「ガバナー補佐・クラブ会長へお願い」
が配信されております。
4/18・19 第 2541 回 移動例会(親睦旅行)
ガバナー事務所・ガバナー補佐宛：7/1 迄
4/25
第 2542 回 ミニ卓話
・2018 年度新規及び継続奨学生の為のオリエン
テーション開催のお知らせが配信されておりす。
5/ 2
第 2543 回 振替休会：いせはら芸術花火大会
開催日 ４月 14 日（土）
・15 日（日）
集合時間：12：00
４月 14 日（土） 12：30～13：00 受付・登録
13：00～15：45 オリエ（全体会議/分科会/全体会議）
16：00～17：30 奨学生歓迎会

（14：30～15：30 カウンセラー研修)
４月 15 日（日） 9：00～12：00
全体会議、小田原散策
場 所 小田原箱根商工会議所（案内図参照）
服 装 オリエンテーションではスーツ等、フォーマルな服装を着用して下さい。
出欠返信：3/30
・2018 年ロータリー国際大会：投票代議員用の書類が配信されております。
「トロント（カナダ）で開催される 2018 年ロータリー国際大会におけるクラブの信任状と投票代議員カードとな
ります。信任状の数は、クラブの会員数に基づいております。信任状と投票代議員カードを印刷し、クラブの代議
員にお渡しください。この書状には、代議員の氏名および 1 月 1 日時点のクラブ会員数を記し、クラブ会長と幹
事が署名してください。この書状が、投票代議員ブースにて信任状の代わりとして認められます。クラブからどな
たも出席しない場合には、地区ガバナーが「信任状による代理者」となることができますので、信任状と投票代議
員カードを地区ガバナーにお送りください。
」
・トロント国際大会の信任状が配信されております。
信任状、クラブの代表がお持ちにならない場合は、地区からはガバナーエレクトが代表して持って行かれること
になっていますので、そのように記入してガバナー事務所宛てにお送りください。各クラブ必ず、会長と幹事の
署名を忘れないようにお願いいたします。
・2019 規定審議会立法案提出ー決議案についてのお知らせが配信されております。
掲題の件、下記の通り、２０１９規定審議会立法案提出のご案内をお送り致しましたが、
締切日３月９日までに議案は提出されませんでしたので、ご報告いたします。
地区クラブ管理運営委員会 委員長
佐々木辰郎
・ハイライトよねやま 216 が配信されております。

★米山梅吉記念館より館報と賛助会入会のお願い・春季例祭のご案内が届いております。
★例会場変更のお知らせ
秦野中 RC
4 月 6 日(金) → 夜間例会 点鐘 18:30 秦野商工会議所 4F
★伊勢原中央 RC より、創立 40 周年記念式典のお礼状が届いております。
★ボーイスカウト伊勢原育成会より、総会のご案内が届いております。
日時：4 月 8 日(日) 9:30 受付 10:00 開式
会場：伊勢原青少年センター3F 集会室
スマイル報告
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外谷 正人 スマイル委員会委員長

本日は、秦野 RC から来ました。よろしくお願いいたします。秦野の若手です(笑)
秦野 RC 井上善博様、山口太郎様、田中宏顕様、田口幸代様、ようこそおいでくださいました。
歓迎します。
今年 10 日のダンスフェスティバル、無事終了することができました。実行委員会に参加して下
さった委員会の皆様、ありがとうございました。
井上さん、山口さん、田中さん、田口さん、ようこそ伊勢原 RC へ。ありがとうございます。
メイクを楽しんでください。秦野中さんの記念式典の帰りに、参加者で寄り道をしました。その
時の残金スマイルします。
秦野 RC の皆様、本日はようこそおいでくださいました。大歓迎です。
先日の次年度 理事・役員会議に参加いただいた皆様、ありがとうございました。外谷幹事と共に
頑張って参りますので、ご支援よろしくお願いいたします。ほんじつの PETS 報告、よろしくお
願いいたします。
秦野 RC 井上様、山口様、田中様、田口様、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。
外孫ですが、私の長女の末娘が、今年 3 月医師の国家試験に合格しましたのでスマイルします。
本日例会後、妻と柿生の桜を見物に行きます。
秦野 RC の皆様、ようこそおいでいただきました。歓迎申し上げます。大田道灌公を大河ドラマ
にの署名、ありがとうございました。今後もよろしく。
秦野 RC の皆さん、ようこそ。歓迎いたします。堂前さん、PETS 報告楽しみにしています。
次男が 3 月に無事、名古屋大学医学部を卒業し、医師国家試験にも合格しました。やっと肩の荷
が下りそうです。
秦野 RC の皆様、ようこそいらっしゃいました。上の娘が幼稚園を卒園。4 月から小学校です。
入学式は来賓として出席できるのですが、娘とカミさんからは、
「あまり目立たないように‼」と
キツク言われています。

濵尾ゆかり君

秦野 RC の皆様、ようこそ。是非ごゆっくり楽しんでください。

田村

貴寿君

秦野 RC の皆様、ようこそいらっしゃいました。今後共よろしくお願いいたします。

〃

3/18(日)に、長男が生まれました(^^)/

秋山

哲也君

秦野 RC 井上様、山口様、田中様、田口様、伊勢原 RC へようこそ。

外谷

正人君

会員誕生祝い

結婚祝い
入会祝い

スマン

長生きするために、不摂生を控えたいと思います。

秦野 RC の皆様、ようこそおいでくださいました。伊勢原 RC の例会はどうでしたか? 次はこち
らから伺わせていただきますので、その時はヨロシクお願いします。
市川 正孝君→誕生日のお祝い、ありがとうございます。還暦になりました。先週末に長男と次男
一家が来て、孫も 4 人揃いお祝いをしてもらいました。息子 2 人、お嫁さんたち
と孫たち、そして家内にも感謝です。
渡邊 健樹君→51 歳になりました。ありがとうございます。
野中 敏幸君→結婚を祝っていただき、ありがとうございます。結婚 45 年になりました。
佐伯 崇興君→結婚をお祝いいただき、ありがとうございます。58 年中良くしています。
築城 忠生君→入会 8 年目を迎えます。これから、パワーアップしていこうと思います。よろし
くお願いします。
戸田 裕士君→本日は、お花のお届けのみで失礼します。年度末で、花束作り続けています。
天野耕一郎君→17 日の IM、24 日の芝桜植え込み、及び秦野中 RC40 周年、参加できずに申し
訳ありませんでした。今後も都合が合わない事がありそうなので、今から謝ってお
きます。

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

61

46

75.40

62.71

事前 MUP
飯田隆三君・多田政弘君・井戸川秀治君→伊勢崎 RC
松下 孝君→PETS
東
学君→クラブ管理運営委員会
堂前慶之君→公共イメージ＆社会・国際奉仕セミナー
濵尾ゆかり君→次・会員増強・会員維持委員会

お客様ご挨拶
秦野 RC

井上

善博様
四つのテストに、
「好意と友情を深めるか」という言葉がございますが、様々なクラブ
にお邪魔しながら、交流ができたらいいなと思っております。
先程も第 7G 有志による懇親会というお話もございましたが、そういうところにも積
極的に出向き、色々な方との出会いを大切にしていきたいと思っております。
本日は、ありがとうございます。

委員会報告
小泉 隆一郎 日台国際交流ダンスフェスティバル実行委員長/会場監督
日台国際交流ダンスフェスティバル反省会資料配布
3/10 ダンスフェスティバル反省資料を本日配布。今後の活動の糧にして行きたいので、提出お願いいたします。
例会用名札ケース
ご自分の番号を覚えていただき、必ず元の場所にお戻しください。
多田 政弘 友好クラブ副委員会委員長
伊勢崎 RC 訪問
3/14(水) 飯田委員長・多田副委員長・井戸川会長 メーキャップ
伊勢崎 RC：1954 年 3 月 15 日創立 スポンサー：前橋 RC・東京 RC 会員数：88 名 名誉会員：1 名
相互訪問ができればという話をしてきました。
次回 4/4(水) 茅野 RC 訪問
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)本厚木カントリークラブ 8:00 集合
表彰式：18:00 横浜銀行前からアルベロベッロ送迎バスが出ます。
次回４/４例会は休会です。
濵尾ゆかり 親睦委員会委員長
4/18(水)・19(木)親睦旅行
熱海温泉 大月ホテル和風館
18 日：伊勢原駅北口市営駐車場前 9:45 集合 10:00 出発
ご参加お待ちしております。
外谷 正人 副幹事
地区研修・協議会
4/8(日) 伊勢原駅北口市営駐車場前 9:15 集合 9:30 出発
横須賀で昼食のご用意ございます。
東 学 幹事
4/14(土)例会 いせはら芸術花火大会
伊勢原駅北口市営駐車場前 アルベロベッロバス 16:30 出発 アルベロベッロにてお食事 17:45 出発
伊勢原総合運動公園 18:00 到着 ご参加よろしくお願いいたします。

PETS 報告

堂前 慶之 会長エレクト

来年度の国際ロータリー会長はバディ・ラシンさん、バハマの方です。RY テーマですが「インスピレーションにな
ろう」です。インスピレーションとは「人に示唆を与える」「直感的な考え」というような意味なのだろうと私は解
釈しました。新しいビジョン声明は「私たちロータリアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な
よい変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています」という内容です。奉仕活動を通じて
世の中に良い変化を与えていくということを求めたテーマだと思います。

さて、来年の地区目標ですが、基本は「奉仕の実践」です。今まで通り地域社会、国際社会、青少年のための奉仕活
動を多く実践していこうということです。また RY の戦略計画の推進ということでクラブのサポートと強化、人道的
奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上などです。会員増強については地区の目標の設定値に上げている
のは、クラブ会員数 50 名以上のクラブ、伊勢原 RC もこちらに入りますが、純増で 3 名を目指すという目標値で
す。この数値が正しいのか？という意見もありますが、こういった目標は永続的な活動を続ける上で大切だと考えて
います。
マイロータリー登録率の向上も目指しています。我々の培ってきた情報の保管や管理を WEB 上で行えるということ
も、今後の活動には必要だと思われます。ぜひ興味を持ってマイロータリーに登録して欲しいと思います。
■会員増強について
伊勢原 RC は以外と会員数が多いです。会員数増強には公共イメージの向上が大切という意見もありましたが、奉仕
に対する意識を高めていく必要があるのではないかと思っています。ある人数の少ないクラブで例会出席率がほぼ
100％のところがあるのですが、そこは逆に新しい会員が入りづらい雰囲気があるそうです。若い会員が増えた平塚
RC でも、新会員が雰囲気に慣れるまでは時間がかかるそうです。会員増強も大切ですが、会員維持も大切だと思い
ます。
■私の来年度の目標
クラブテーマ「奉仕の実践 新たなる半世紀に向かって」です。まずはこれまでの 50 年をしっかりと振り返るとい
うことです。そして、この半世紀の記録をしっかりと残して、後生に伝えていくことを実践していきたいと考えてい
ます。ラシン次期会長の言葉で「ビジョンの実現にはまず組織作りが必要である」と言われています。伊勢原 RC で
もまずは会員・組織をしっかり作りあげたい、そのための会員の増強として会員数 70 名を目標にしていきます。積
極的な奉仕活動とともに 50 周年の記念式典、記念事業、記念誌の作成なども考えています。
本年度、幹事共々一生懸命一年間やっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。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 伊勢原市東大竹 937-1 TEL 0463-92-1919
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

