
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日例会前に行ったストレッチは、茅野ロータリ 
ークラブが行っていたものです。 
先日、友好クラブ委員長 飯田さん、副委員長 
多田さんと私で、茅野ロータリークラブにメーク 
アップに行って参りました。その時「3 分間のスト 
レッチ」が行われていました。皆さん明るい表情に 
なり、その後の例会も和やかに進んでいました。 
「3 分間のストレッチ」当クラブでもこれから続け 
ていきたいと思います。 
 
 
 
★ガバナー事務より 
・RI 会長テーマと地区方針が配信されております。 

   バリー・ラシン RI 会長 テーマ「インスピレーシ
ョンになろう」 

・2018-19 年地区役員・委員会委員(正副委員長 
含む)ご就任委嘱状が届いております。 

・次年度クラブ幹事・事務局研修開催のお知らせが配信されております。 
 日時：2018 年４月 21 日(土) 13：00～15：00  場所： 第一相澤ビル６階 
・ネパール子供病院へのメッセージの依頼が配信されております。 

     当地区国際奉仕委員会では、1999-2000 年度から３年間ネパール子供病院を支援してきました。今回 AMD 兵
庫が中心となり、20 周年の記念誌を作成されるそうです。 
当時クラブに在籍され、クラブ国際奉仕委員会でこのプロジェクトに携わった方やネパールでその他プロジェクト
に関わっていらっしゃる方がおられましたら、100 字程度のメッセージを送っていただきたく、お願いのご連絡
をさせていただいております。 是非クラブ内で至急ご周知頂き、書いていただいた方のお名前とメッセージをガ
バナー事務所までご連絡をください。 

・月間リソースのご案内 母子の健康月間 が配信されております。 
★例会場・事務所移転のご案内が配信されております。 
 箱根 RC  例会場：湯本富士屋ホテル  事務所：湯本富士屋ホテル内 
★Email 変更と事務局交代のお知らせが配信されております。 
 三浦 RC 新 Email info@miura-rc.jp 又は hosoya@miura-cci.com 
出勤日 月・水・木・金 9：00～15：00  新事務員氏名 細谷 貴美子 

★伊勢原商工会議所より 
 第 41 回通常総代会ご臨席のお願いが届いております。 
 日時：5 月 22 日(火) 開会 14 時   会場：伊勢原シティープラザ 1 階ふれあいホール  ハガキ投函：5/7 迄 
★ボーイスカウト伊勢原より 
 ボーイスカウト総会資料が届いております。 
★認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会より 
 ニュースレター第 86 号が届いております。 
 
 

4/18・19 第2541回 移動例会(親睦旅行) 

4/25 第2542回 日・台ダンス交流会：報告・反省会 

5/ 2 第2543回 特別休会 

5/ 9 第2544回 卓話：濱田勝彌君・吉川昌男君 

井戸川秀治君 
クラブゴルフコンペ・地区協と出席していただいた方々、お疲れ様でした。事業もほとんど終了
しましたが、後少しよろしくお願いいたします。 

東   学君 
サラさんようこそ。お勉強頑張ってください。地区研修・協議会に出席された方々、ご苦労様で
した。いよいよ堂前・外谷年度が、見えてきました。皆さんで盛り上げていきましょう。 

井戸川 秀治会長 

君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(奥谷泰永会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 

今後の予定 

会長挨拶 

幹事報告 

スマイル報告   外谷 正人 スマイル委員会委員長 
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喜寿のお祝い 
 
 

 
 
 

4 月分奨学金が手渡されました。 
           夜遅くまで勉強することがとても多く、朝夕逆転することもあり、不規則な生活になってい            
           いました。規則正しい生活にしなくてはと思い、今週から朝のバイトを始めることにしまし 
           た。朝の 5 時～9 時まで週 5 回です。そのためには 4 時に起きなくてはならないのですが、 
           とても新鮮な気持ちで朝を迎えられています。 
 
 
 
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 
年間報告  1 回目優勝者 服部君  2 回目優勝者 増田君  3 回目優勝者 貝原君  4 回目優勝者 秋山君 

      ベスグロ 天野君(82)    ベスグロ 堂前君(92)   ベスグロ  松下君(88)    ベスグロ  村上君(91) 

堂前 慶之君 
先日、地区研修・協議会にご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。本日は報告
をお願いいたします。 

東井 重和君 I・M、秦野中 RC 周年事業、地区研修・協議会に参加された皆様、お疲れ様でした。 

松下  孝君 井戸・タマゴルフコンペで、10 位いただきました。 

添田 博充君 今回は、7 位でした。スマイルします。 

山田 昌紀君 
長女が小学校に入学。今日の朝、初めて登校の様子を見ました。大きいお姉さんと一緒に歩いて
いる姿に、グッときました。また妻が、精神福祉士の国家試験に合格しました。このところ、お
祝い続きの山田家です。 

𡈽屋    修君 
地区研修・協議会に出席された皆さん、お疲れ様でした。サラさんようこそ。勉強頑張ってくだ
さい。 

濵尾ゆかり君 
4 月 18 日・19 日、いよいよ親睦旅行です。皆様にお楽しみいただけますよう頑張りますので、
ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

田村 貴寿君 サラさん、ようこそいらっしゃいました。 

村山 恵子君 
春の展覧会のご案内をさせていただきます。後程ご案内を述べさせていただきますので、お配り
した葉書をご参照していただければ嬉しいです。 

外谷 正人君 
日曜日に地区研修・協議会に参加していただきました皆様、大変お疲れ様でした。何かと不憫な
思いをさせてしまいましたが、次回はもっと良い段取りでいきたいと思います。 

会員誕生祝い 

荒巻 哲朗君→喜寿のお祝い、ありがとうございます。足が弱くなり、皆様に何かと迷惑でしょう
が、これからもよろしくお願いいたします。 

奥谷 泰永君→誕生を祝っていただき、ありがとうございます。 

配偶者誕生祝い 

貝原 剛規君→妻の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。おかげ様で、乳癌手術から
7 年が経過し、元気にしております。ロータリー入会当初は、否定的な妻でしたが、
最近は快く送り出してくれるので、嬉しい反面、不気味な感じもします。 

結婚祝い 
飯田 隆三君→結婚記念日を祝っていただき、ありがとうございます。早、あれから 48 年。今朝

お互いに、おめでとうを言うのを忘れてきました。でも仲良しです。 
東井 重和君→今のところ大変幸せです。 

創立祝い 
西部 康男君→ありがとうございます。 
天野耕一郎君→4 月 8 日に、おかげ様で 20 周年を迎えることができました。これからも、細々

やっていきたいと思います。 

スマン 萩原 鉄也君→地元の例大祭のため、早退いたします。すみません。 

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(％) 事前 MUP 
飯田隆三君・多田政弘君・井戸川秀治君→茅野 RC 
松下  孝君→AGE 研修 

小泉隆一郎君→職業奉仕委員会 
井戸川君・東君・堂前君・東井君・外谷君・萩原(庸)
君・築城君・仲西君・礒﨑君・𡈽屋君・仙波君・濵

尾君・田村君・熊谷君・村山君→地区研修・協議会 

62 60 43 71.66 なし 

出席報告  貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 

 米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 



 
飯田 隆三 友好クラブ委員会委員長 
茅野 RC 訪問 
4/4(水) 飯田委員長・多田副委員長・井戸川会長 メーキャップ 
色々な話し合いができました。これからゆっくり時間をかけ、友好関係を深めていきたいと思います。 
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 
東井 重和 クラブ管理運営委員会 統括委員長 
出席プログラム・会員増強維持合同委員会の開催のお知らせ(移動例会) 
５月 16 日(水) 13 時 30 分伊勢原北口おまつり広場前集合 
14 時～15 時         第１事業 出席プログラム貝原委員長による「神奈川県総合防災センター視察」 
15 時 30 分～17 時   第２事業 クラブ管理運営委員会による「アマダ展示場視察」 
17 時 30 分～20 時   第３事業 会員増強・維持田中委員長による、「落語による世代を超えた交流会」 
                      照国にて、遊吉師匠を招いての演目 
ご参加お願いいたします。 
陶芸家 村山 恵子会員 
展覧会のご案内 
・第 10 回 日本陶芸ガラス展 4/20(金)～24(火) 10:00～17:00 上野の森美術館 別館ギャラリー 入場無料 
・第  3 回 日本真工芸関東地区会展 5/23(水)～5/29(火) 10:00～17:00 上野の森美術館ギャラリー 
・第 40 回 日本新工芸展   5/16(水)～5/27(日) 10:00～18:00 国立新美術館 
 ご高覧いただければ幸いです。 

 
 
 
◎会長部門：堂前エレクト 
大谷ガバナーより、各クラブにおいてもっと変化をもたらしましょうというお話がありました。 
主には、クラブの活性化と強固な財政基盤、また奉仕活動の強化・推進のために会員増強が重要とのことでした。デ
ータをご紹介します。本厚木RCが増え、地区では67クラブになり約2,400名（1クラブ）の会員がいます。1クラ
ブ平均34名、60名以上いるクラブは現在7クラブ、50名以上で15クラブ、20名以下のクラブは16クラブ。この
2割のクラブの増強が必要と考えられます。 
当クラブは45周年に策定した50周年70名体制にむけて推進しています。来年度も引き続き会員増強をテーマに進
めてまいります。 
 
◎幹事部門：外谷会員 
今後RC活動はマイロータリーでの情報提供が主流となり、RC情報へそれぞれ個人でアクセスすることになるだろう
という説明でした。月内に説明会へ参加し、クラブ内で共有・説明したいと思います。また幹事は女房役なので、表
にあまりですぎないようにとのことでした。 
 
◎クラブ管理・運営部門：築城会員 
濱尾さんと二人で参加してきました。森パストガバナーより、1200計画（2007年より地区が取り組んでいる）お
話がありました。一定の計画を立ててクラブ運営をしましょうという内容でした。 
女性会員の増強に関しては、国内の地区として2番目に女性会員が多くなったということも成果のひとつです。規定
審議会と絡んできますが、例会開催を柔軟にし、入会や会費を見直しましょうということもこれからの動きになりま
す。伊勢原RCでは、会員増強も順調で、井戸川年度では奉仕活動も充実してきました。また来年以降も継続した働
きが必要と思います。森パストガバナーの締めのことばとして、「変化に耐えうるものだけが生き残っていく」とい
うポールハリスの言葉を引用されてました。ひとつひとつクリアをしながらクラブ運営を活性化していきたいと思い
ます。 
 
◎公共イメージ部門：田村会員 
広報・雑誌の代理で行ってまいりました。2つの話を伺いました。1つ目は、インドでのポリオ撲滅の活動を見せて
いただきました。相澤PGによりご説明があり、実際の現場を確認しいい活動だなという印象でした。2つ目は、公共
イメージと認知度のギャップがあることを伺いました。2006年の独自のイメージ調査の結果で75%はRCを知って
いるが、活動内容に関しては35%しか知らないという結果になりました。このギャップを詰めるにはメディアを使
って活動してくださいとの指導でした。 
具体的には、秦野中RCの40周年イベントで、一般の方々を呼びRC活動を説明するなどされてました。これらの活
動を参考に次年度では、ギャップを埋めるための活動を貝原委員長のもと、進めていければと思います。 
 
◎青少年奉仕部門：東会員 
地区研修協議委員会では、青少年奉仕部門の取り組みとして、インターアクト、ローターアクト、青少年交換留学に
関してお話を聞いてきました。 
インターアクト、ローターアクトに関しては、伊勢原RCの取り組みとして今後関わってくると思います。青少年交
換留学に関しては、当クラブではスムーズにホストも決まり問題ありませんでしたが、他クラブでは受け入れ体制が
なかなか決まらず難しい実情があったようです。グループ内の他クラブからの協力やRC以外の団体への協力要請も

 

 

クラブ協議会     地区研修・協議会に関する報告 



しかたがない状況だったようです。次年度以降でも受け入れが難しい現実があるそうで、今後は交換留学生の受け入
れをグループ全体として考えることが必要になりそうです。 
 
◎ロータリー財団部門：磯崎会員 
前半は、ロータリー財団の説明や、基金の集め方と主な使用用途に関する説明がありました。 
ロータリー財団では、年間で一人$240の寄付をお願いしているが、強制的にクラブ運営費から捻出しているクラブ
は全くなく、半分ぐらいはクラブ運営費からというのが3割、残りのクラブはゼロから寄付をお願いしている状況で
した。どのクラブも寄付を募るのに苦労しているようでした。 
芝桜など財団費用を使っている事業がありますので、積極的に寄付をしていくことが必要と思いました。次年度の事
業運営のためにもご協力お願いします。 
 
◎米山奨学部門：𡈽屋会員 
大きく5項目の内容を説明されましたので、抜粋してご報告します。 
米山奨学会の本質として国内2300のRCがあり、2017年度まで累計19,808人、単年では793名の奨学生を受け
入れてきました。年間720の枠というのは、奨学団体の中では事業規模・採用数ともに国内民間で最大規模というこ
とでした。 
寄付に関しては、一人当たり20,000円を目標として、現在まで31クラブが目標を達成しているとのことでした。
米山奨学に関しての寄付には、個人や法人でも控除などの優遇がある旨説明がありました。米山学友では、国に帰っ
て2～３年で音信不通になってしまうケースが多いため、長期に渡って関係を保てるかが課題になっているというこ
とです。 
奨学生に対して毎月1回例会に参加してもらうのが約束ですが、それぞれの学科事情により例会に参加できないメー
スがあった、また、昨今恵まれている奨学生に対して、援助はいかがなものかという反対意見もあるようです。 
 
◎研修部門：東井会員 
クラブの研修リーダーにおける役割を伺ってきました。 
RC会員のみなさんは、親睦性、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップを持ち合わせていないといけない。それに
は研修が必要で、そこをサポートするのがクラブ内の研修リーダーであるというお話でした。当クラブでも、ロータ
リーに入会して、自己研鑽を目的としている方も多くいらっしゃると思います。これらをサポートしてくれるのもク
ラブ研修リーダーということで、次年度私もエレクトとして協力しながらクラブのため頑張ってまいります。 
 
◎新会員部門：熊谷会員 
ロータリークラブはどういうものか、難しい用語の説明を受けました。 
入会9ヶ月で、まだまだわからないことも多いですが、今後とも宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例会場  和膳 照國 伊勢原市東大竹 937-1 TEL 0463-92-1919 
例会日  毎週水曜日 12:30～１３:３０  
事務局  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 
 


