
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 月 18(水)～19(木)と、親睦旅行に行って 
参りました。熱海の大月ホテルに泊まり、 
色鮮やかなつつじ園で写真を撮ったり、日本 
を代表する多くの文豪に愛された邸宅「起雲閣」 
へ行ったりと、素敵な時間を過ごしました。 
伊勢原には 14 時半に帰ってきたのですが、なぜか 
帰宅したのは 23 時半過ぎでした。 
その後 2 日間は仕事になりませんでした。 
 
 
 
★ガバナー事務より 
・姉妹／双子クラブ・友好クラブ調査アンケート 
お願いが配信されております。 

 回答期限 2018 年 4 月末返信先   
第 2780 地区ガバナー事務所宛 Email 又は FAX にて   

・次年度会員増強・会員維持セミナー開催のご案内が配信されております。 
日 時：2018 年 6 月 4 日（月） 15:30～17:30 （開場：15:00） 
場 所：アイクロス湘南（藤沢市辻堂神台 2-2-1）JR 辻堂駅北口より 5 分 
返 信：5/23 迄 

・青少年交換留学生と財団奨学生の募集開始のお知らせが配信されております。 
・ハイライトよねやま 217 が配信されております。 
★例会変更のお知らせ 
秦野 RC 

  ５月１日(火)   休会 
 ５月 15 日(火)  ５月 12 日(土) 秦野名水 RC 30 周年記念式典に振替 
５月 22 日(火)  ５月 20 日(日)～21 日(月) 家族親睦旅行に振替 

 ５月 29 日(火)  ６月２日(土) 震生湖下草刈に振替  
秦野中 RC 
５月４日(金)例会 → 休会 
５月 18 日(金)移動例会親睦旅行 → 通常例会 
※親睦旅行は６月に変更となりました。 
秦野名水 RC 
５月  ３日(木) → 祝日休会 
５月 10 日(木) → クラブフォーラム（30 周年記念式典リハーサル） 

           ※通常例会ですが、式典リハーサルとなります。 
５月 17 日(木) → ５月 12 日（土）30 周年記念式典に振替 
伊勢原中央 RC 
５月 14 日(月) → ５月 12 日（土） 秦野名水ＲＣ創立 30 周年記念式典に振替 

★伊勢原市交通安全対策協議会より総会開催のお知らせが届いております。 
日 時：2018 年５月 24 日(木) 15:30～     場 所：伊勢原市役所 2 階 2C 会議室 

★第 7 グループ懇談会 
  日 時：6 月 9 日(土) 18:00～21:00    場 所：秦野商工会議所多目的ホール  会 費：5,000 円 
★5 月 23 日(水) 夜間例会  料亭 こみや  18:00 点鐘 
 
 
 

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 

5/16  第2545回 移動例会：出席プログラム・会員維持委員会 

5/23 第2546回 夜間例会：こみや 

井戸川 秀治会長 

手に手つないで 

四つのテスト(熊谷勝利会員) 

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 
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井戸川秀治君 
東井統括委員長・濵尾親睦委員長、先日の親睦旅行お疲れ様でした。楽しかったです。旅行に参
加していただきました皆さん、次年度は是非参加してください。それと小泉サン、ダンスの総評、
よろしくお願いいたします。 

〃 
MK 観所属 小山博正選手 VS 金城建設所属 ヤギのメー選手の異種格闘技戦開催を、楽しみにし
ています。ヤギに負けるな～！フレーフレー小山！メー！ 

東   学君 
先日の親睦旅行にご参加くださった皆さん、ありがとうございました。楽しく過ごせました。濵
尾親睦委員長お疲れ様でした。 

堂前 慶之君 
先日の親睦旅行、濵尾委員長・東井統括委員長お世話になりました。楽しい一泊二日でした。 
堀口さん写真ありがとうございます。 

東井 重和君 
濵尾委員長、先日の親睦旅行お疲れ様でした。会員の皆様も色々とご便宜いただきありがとうご
ざいました。 

松下  孝君 飲み疲れで、下半身に異常が… 

飯田 隆三君 
堀口さん、先日の法人会伊勢原 4 支部合同のゴルフコンペでの優勝おめでとうございます。さす
がです。 

戸田 裕士君 
私が監督を務めている中央大学ワンダーフォーゲル部の新入部員が、24 名と例年の倍の 1 年生
が入部しまして大変嬉しいです‼ 山ガールブームで女子も 7 名と、自然・アウトドアを好きな
若者増えてます!! 

渡邊 健樹君 
ロータリーは父の代より 2 代目でお世話になり、幼稚園も今年 4 月 30 日でお陰様で 40 周年
を迎えます。皆様に感謝申し上げます。 

濵尾ゆかり君 
先日は親睦旅行お疲れ様です。皆様のご協力で、とても楽しい旅行を過ごせました。ありがとう
ございます。 

田村 貴寿君 
小泉さん、ダンスフェスティバルお疲れ様でした。卓話頑張ってください。濵尾さん旅行ご苦労
様でした。とても楽しめました。ありがとうございます。 

天野耕一郎君 先日の「法人会ゴルフ」で「ニギリ」に勝たせていただいたので、スマイルします。 

堀口 雅巳君 
この間の法人会コンペで優勝してしまったので、スマイルします。スコアでは天野さんに負けた
のが残念です。 

大垣 真一君 親睦旅行お疲れ様でした。萩原奥様には、多くの多くのお酒を飲ませていただき、感謝です。 

外谷 正人君 
私事ですが、私共の会社 阿曽石材ですが、5/1 から新しく社名を「アースロック」として歩き
始めますので、皆様どうぞよろしくお願いします。 

〃 
親睦旅行に行かれた皆様、大変お疲れ様でした。初めての参加でしたが、予想していた夜、朝か
ら飲ませていただきました。夜中の 2 時まで飲んでしまいました。自分は次の日大丈夫だったの
ですが、熊谷さんは倒れてました～。飲み過ぎだね。 

会員誕生祝い 

東   学君→誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。29 日で大台の 50 のなります。 
       このクラスでは、今年度で 10 人 50 歳になります。 
貝原 剛規君→誕生日をお祝いいただきありがとうございます。50 歳になりました。社会ではど

っぷりシニアですが、ロータリーの先輩方から見れば、まだまだ若僧です。今後共
ご指導よろしくお願いします！ 

配偶者誕生祝い 
大澤 守門君→夫婦で更年期障害をわずらい、何もいいことがありませんが、これからも仲良く過

ごせるよう頑張ります。 

結婚祝い 
堀内 雅巳君→結婚記念をお祝いいただき、ありがとうございます。まだまだ長い人生なので、こ

れからも仲良くくらします。 

創立祝い 

加藤  桂君→創業記念をお祝いいただき、ありがとうございます。今年 6 月から 13 年目に入
ります。社是が 3 つありますが、ひとつの会社に勤める全ての人が、質の高い会
社生活を送れるような、明るく楽しく、希望の持てる職場を作りましょう!!を第一
にがんばります。今後共、よろしくお願いいたします。 

入会祝い 
多田 政弘君→入会記念を祝っていただき、ありがとうございます。23 年経ちましたガ、クラブ

の歴史の半分にも達しません。来年迎える 50 周年、すごいですね。 
萩原 庸嘉君→入会祝い、ありがとうございます。19 年目に入りました。もうすぐ成人式です。 

スマン 𡈽屋    修君→本日仕事の都合で早退いたしまーす。 

スマイル報告   外谷 正人 スマイル委員会委員長 



 

 
 
 
濵尾ゆかり 親睦委員会委員長 
4/18(水)・19(木)親睦旅行報告 
皆様のご協力と温かいお手伝いのおかげで、無事終える事が出来ましたことをお礼申し上げ、ご報告いたします。 
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 
田中 徹 会員増強・維持・分類委員会委員長 
ガバナー事務所より 3 月末出席報告会員数 
第 2780 地区入会者  入会 179 名  内女性 29 名  退会 87 名  純増 92 名 

 第 7 グループ           入会    13名  退会   3名 
5/16 移動例会 
第３事業 会員増強・維持・分類委員会   
「落語による世代を超えた交流会」  伊勢原出身である、三遊亭遊吉師匠を招いての演目 
第 3 事業からの方は、17:30 に伊勢原駅南口 中栄信用金庫前 照國バス手配の予定ですので、お知らせください。 

 
 

 
3月10日に行ったダンスフェスティバルの報告をさせていただきます。 
本事業は井戸川会長、東幹事の趣意書・事業計画に基づき実現しました。 
また各担当委員を設置し、伊勢原RCで準備していきました。 
タウンニュースへは、国際交流という趣旨で2月23日に広告掲載されました。 
ポスター／チラシ／スケジュール／香盤表等を用意し、当日を迎えました。 

 
［事業を振り返って］会員アンケート ※一部抜粋 
Q1）事業についていかがでしたか？ 
・参加者が喜んでいるのが第一 
・思いの外うまくいった 
・感激した子がいた 
・見るだけでも楽しめたと思う 
・学校の先生より感激の言葉もいただいたので、 
 このような場を作れて良かったと思う 
・異文化交流ができた 
・初めての運営としてはよくできた 
・子ども達が可愛かった 
 
Q2）今後についてどう思いますか？ 
・継続事業とすべきという意見が多かった 
・伊勢原RC単独事業でいいのでは？ 
・子ども達に発表の場を与えてあげたい 
・他の国との交流イベントでもいいのでは？ 
 

Q3）伊勢原RCの青少年事業に関してご意見くださ
い。 
・近年充実してきている 
・色々な形で行うのがいいと思う 
・地域の親御さんにもRCの認識が高まっているので
は？ 

・IMの報告を聞いて、いいことをしていると感じた 
 
他にも 
・外谷会員によるスライド写真を見ながらの当日の振り
返り 

・萩原会員による収支報告 
・東幹事による参加者からの意見報告 
 
台湾チームとの交流含め、たくさんの反響をいただいた
事業でした。 
来年以降の事業展開に関しては次年度役員へお任せした
いと思います。 

 

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 
吉川昌男君→伊勢原平成 RC 
萩原庸嘉君→米山学友・資金推進委員会 
      米山オリエンテーション 
堂前君・東井君・天野君→米山オリエンテーション 
松下君・外谷君→クラブ幹事・事務局研修 
東学君→次年度 クラブ管理運営委員会・マイロー

タリー推進委員会・正副委員長会議 
        クラブ管理運営委員会 
    クラブ幹事・事務局研修 
    築新会員の集い打ち合わせ会議 
熊谷勝利君→築新会員の集い打ち合わせ会議 

62 60 44 73.33 休会 

出席報告  貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 

 

 

【日台国際交流ダンスフェスティバル報告】   小泉実行委員長/東幹事/外谷会員/萩原会員 

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 
 


