
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の予定 
・5/16(水) 移動例会 
出席プログラム・会員増強維持合同委員会 
第１事業 出席プログラム 
「神奈川県総合防災センター視察」 
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」 
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 
・5/23(水)夜間例会  こみや 
研修リーダー・活性化戦略室合同  
新会員セミナー・歓迎会 

・5/30(水)通常例会 卓話：内田智久君 
・第７グループ懇親会のお知らせ 
 日時：6/13(水)受付 18:00～ 開会 18:30 
場所：一の屋本店(秦野駅南口) 
 

 
 
★ガバナー事務より 
・5 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝108 円 
・地区「新会員の集い」のご案内が配信されております。 
 日時  平成 30 年５月 26 日(土) 15：30 登録開始 16：00 開会 20：30 閉会 
 会場  藤沢商工会館「ミナパーク」会議室 

 資格  登録３年目までの会員（原則） 
登録料  １名 5,000 円  
締切   5/20 迄 

・国際大会「第 2780 地区 地区ナイト」のご案内が+配信されております。 
日時   2018 年 6 月 24 日(日)18：00～ 
場所   レストラン“Rosewater”  
会費   お一人 10,000 円 

・青少年奉仕月間 リソースのご案内が配信されております。 
 
 

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 

5/30 第2547回 卓話：内田智久君 

6/ 6 第2548回 卓話：小山博正君 

6/13 第2549回 
卓話：濵尾ゆかり君・遠山久恵君 
   村山恵子君 

井戸川秀治君 
伊勢原 RC 創立 49 年を、皆さんとお祝いできて大変嬉しいです。今年度も後 2 ヶ月ですが、幹
事共々最後まで頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

〃 
ガントグトヒ・サラントヤさん元気ですか？ズオン・クイン・ガーさんようこそ！分からないことがありまし

たら遠慮なく相談してください。(天野さん)これから 1 年間、米山奨学生として頑張ってください。 

東   学君 
クラブ創立記念日、おめでとうございます。井戸川年度も後 2 ヶ月です。まだまだ色々な企画が
ございます。ご協力よろしくお願いします。 

堂前 慶之君 祝 創立記念!！サラさん、ガーさん、いらっしゃいませ。 

濱田 勝彌君 濱田様より創立祝いをいただきました。ありがとうございます。(スマイル委員長) 

井戸川 秀治会長 

君が代・それでこそロータリー 

四つのテスト(堀口雅巳会員) 

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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大谷  聰君 創立 50 周年、ラス前の記念日、おめでとうございます。 

松下  孝君 創立 49 年によせて。 

萩原 庸嘉君 創立 49 年、最高です！ 

山田 昌紀君 
本日、次女が通う幼稚園の PTA 総会でした。総会の議長を務めたのですが、妻以外の女性 70
人にちやほやされて気分が良いのでスマイルします。 

礒﨑 貴史君 49 周年、おめでとうございます。 

土屋  修君 伊勢原 RC49 回目の誕生日という事で、スマイルします。 

仙波 忠生君 
昼には雨が上がると思って、自転車で来てしまいました。残念ながら梅雨のはしりのようです。
50 周年に向けて頑張ります。よろしくお願いします。 

大澤 守門君 伊勢原 RC49 周年、おめでとうございます！ 

加藤  桂君 伊勢原 RC、お誕生日おめでとうございます。もっともっと年寄りになるよう頑張りましょう。 

天野耕一郎君 ガーさん、伊勢原 RC へようこそ。ロータリークラブライフを、楽しんでください。 

堀口 雅巳君 ようこそ、シンチャオ ガーさん、サラさん、伊勢原 RC へ。 

熊谷 勝利君 シンチャオ ガーさん、ようこそロータリークラブへ。 

村山 恵子君 
春の叙勲で、主人が旭日小綬章(きょくじつしょうじゅしょう)を受章しました。永年の映画監督
としての功績が認められました。ちなみに同席は、北野武さん、西田敏行さんなどです。5 月 11
日（金）皇居に行ってきます。 

会員誕生祝い 

西部 康男君→お祝いいただき、ありがとうございます。 
東井 重和君→5 月 13 日 48 才になります。まだまだ勉強が足りませんが、今後共よろしくお

願いいたします 
旗川 英明君→63 才になりました。あまり無理をしないで、と周りは言ってくれますが、そうは

いかないと思っています。これからも頑張ります。 
田村 貴寿君→誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。 

配偶者誕生祝い 
天野耕一郎君→妻の誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。今年はロータリークラブの

記念品で、誤魔化そうと思います。 

結婚祝い 
田中  徹君→結婚記念を祝っていただき、ありがとうございます。伊勢原 RC と同じ 50 周年を

目指し、仲良く年を積み重ねていきたいと思います。 

創立祝い 

多田 政弘君→創業記念を祝っていただき、ありがとうございます。47 年経ちました。伊勢原 RC
より 2 年後輩です。 

山口 知英君→創立 64 年になりました。これからも細く永く頑張ります。 
堂前 慶之君→創立をお祝いいただき、ありがとうございます。皆様のおかげで、20 周年目を迎

えています。これからも頑張ります。 

入会祝い 

荒巻 哲朗君→入会を祝っていただき、ありがとうございます。ぼちぼち棚ボターがあってもよい
のですが、考えてみると我が家には棚がないので、ぼた餅もないのですね。落ちて
こないはずです‼ 

小泉隆一郎君→入会 15 年になりました。時が経つのは早いですね。今後もよろしくおねがいしま
す。 

添田 博充君→入会お祝い、ありがとう。GW にドバイに行って来ました。ロイヤルファミリー相
手に病院を作ろうと思いましたが、ダメそうです。海外に行くと、日本人に足らな
いものに気づきます。それは英語と体格です。英会話と筋トレに励みます。 

スマン 

村上 一秋君→5/9 は、海外から来客の為欠席させていただきます。スマンです。 
市川 正孝君→本日 1 時半から、中学校の健康診断があるので早退させていただきます。 
外谷 正人君→本日、自分が総代をしているお寺にこの後行かなければならないので、途中で退席

します。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小泉 隆一郎 クラブ研修リーダー委員会委員長 
5 月 23 日(水) 夜間例会のお知らせ 
こみや 18：00 点鐘   研修リーダー・活性化戦略室合同  新会員セミナー・歓迎会 
東 学 地区クラブ管理運営委員会 
 地区新会員の集いのお知らせ 
日時 ５月 26 日(土) 16：00 開会   会場 藤沢商工会館「ミナパーク」会議室 

 会費はクラブ負担といたします。ご参加お願いいたします。 
 5 月 12 日(土) 秦野名水 RC30 周年記念式典 
 参加者の方よろしくお願いいたします。 
田中 徹 会員増強・維持・分類委員会委員長 
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 
第 3 事業の参加は、まだ受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 
 
 

創立記念なので、少しお話しさせていただきます。 
RC活動に非常に熱心な方が亡くなられています。 
60年前、私は地区幹事でした。当時会長だった加藤さんに大変お世話になりました。 
今日の伊勢原RCを築いたのは加藤さんではないかと思います。それほどの影響力でした。 
色々と地方のRCを見ると、いいクラブも良くないクラブもあります。 
RCを盛んにするには、例会に出ることです。 
出席することで笑顔になり、クラブが活性化すると思います。 
どうぞ皆さん、これからの伊勢原RCを盛り上げるためにもご協力お願いします。 

 
 
 
 
 

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 

東 学君→平塚北 RC 62 59 42 71.18 なし 

出席報告  小山 博正 出席委員会副委員長 

委員会報告 

卓話         濱田 勝彌君 

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 

 

ロータリー米山記念奨学寄付 

山口 知英君   第 1 回米山功労者 

 米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

 米山奨学生 ズオン・クイン・ガーさん / カウンセラー 天野耕一郎君 

5 月分奨学金が手渡されました。 
いつも大変お世話になっております。ガーさん、奨学生おめでとうございます。 
私は、7 月提出の修論を頑張っています！ 

5 月分奨学金が手渡されました。 
ベトナムのダナンから来ました、ズオン・クイン・ガーです。ガーと呼ばれてい
ます。家族は両親と兄の 4 人です。父も母も外国語大学のロシア語教師をして
います。兄はロシアに留学中です。私は今、日本語教育を専攻しています。将来
ベトナム人に、日本語を教えたいです。よろしくお願いします。 


