
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 月 13 日(水)に第 7G 懇親会がございます。 
第 7G とはいえ、今まで他クラブの方と知り 
合うきっかけが無かったのではないでしょう 
か。様々な職業の方と交流を深めることがで 
きる、それこそがロータリーに入った醍醐味 
だと思います。親睦を深め、自己を成長させ 
ることにより、第 7G も繁栄していくことと 
思います。 
 
 
 
★ガバナー事務より 

6 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＝110 円 

★例会変更のお知らせ 
秦野中 RC    
６月８日(金)例会   → ６月９日(土)～10日(日)   

移動例会親睦旅行  
於：新潟 松之山温泉 

６月29日(金)例会 → 移動例会(納会) 
点鐘：18時30分  於：北京館 

★秦野名水より記念式典のお礼状が届いております。 
★伊勢原市商工会青年部より第 43 回大納涼まつり 
開催に関するお願いが届いております。 
7 月 28 日(土)・29(日) 伊勢原大神宮 

 
 

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

6/20 第2550回 クラブ協議会 

6/27 第2551回 夜間例会(納会) 

深石 純一様 
江崎 正二様 
安江  惠様 

今年度も残りわずかになりました。第 7G のリータリー活動では、ご理解・ご協力をいただきあ
りがとうございました。本日はお礼かたがた、幹事・会計共々お伺いいたしました。よろしくお
願いいたします。 

松下  孝様 
本日は、ガバナー補佐就任のご挨拶に伺いました。築城グループ幹事共々よろしくお願いいたし
ます。 

築城 忠生様 次年度グループ幹事就任のご挨拶に伺いました。どうぞよろしくお願いいたします。 

井戸川秀治君 

ガバナー補佐 深石様、グループ幹事 江崎様、グループ会計 安江様、まだ少しありますが、一年
間お疲れ様でした。松下ガバナー補佐エレクト、7 月から一年間ご指導よろしくお願いします。
また、グループ幹事の築城さん、大役だと思いますが、頑張ってください。サラントヤさん、ガ
ーさん、お勉強頑張ってください。 

東   学君 
深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、一年間大変お世話になりました。あ
りがとうございました。あと 1 回会長・幹事会がございます。6 月いっぱいよろしくお願いいた
します。サラさん、ガーさんようこそ。勉強頑張ってください。 

堂前 慶之君 
7G 深石ガバナー補佐、江崎幹事、安江会計、一年間お世話になりました。今後もご指導よろし
くお願い申し上げす。サラさん、ガーさん ようこそ。 

東井 重和君 深石様、江崎様、安江様、本日はようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。 

井戸川 秀治会長 

君が代・奉仕の理想 

四つのテスト(外谷正人会員) 

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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ROTARY: 
MAKING A 
DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

お客様 第 7GAG 深石 純一様(秦野 RC) 

第 7G 幹事 江崎 正二様(秦野 RC) 

第 7G 会計 安江  惠様(秦野 RC) 

 

 
次年度 第 7GAG 松下   孝様(伊勢原 RC) 

第 7G幹事 築城 忠生様(伊勢原 RC) 

 

 
米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

ズオン・クイン・ガーさん 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飯田 隆三君 
第 7G ガバナー補佐 深石様、江崎幹事様、安江会計様、ようこそおいでいただきました。一年間
ご苦労様でした。 

山田 昌紀君 深石ガバナー補佐、江崎グループ幹事、安江グループ会計、ようこそ伊勢原 RC へ。 

𡈽屋    修君 
ガバナー補佐 深石様、グループ幹事 江崎様、グループ会計 安江様、一年間お疲れ様でした。サ
ラさん、ガーさん、勉強頑張ってください。 

濵尾ゆかり君 
スミマセン！欠席続きで申し訳ございませんでした。ガバナー補佐、グループ幹事、グループ会
計の皆様、いらっしゃいませ。 

田村 貴寿君 
ガバナー補佐 深石様、グループ幹事 江崎様、グループ会計 安江様、米山奨学生 サラちゃん、
ガーちゃん、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。 

外谷 正人君 
第 7G 今年度、次年度役員の皆様、ようこそおいでくださいました米山奨学生 サラさん、ガー
さん、そして本日卓話の小山さん、頑張ってください。。 

会員誕生祝い 
松下  孝君→誕生日と創立記念日を祝っていただき、ありがとうございます。58 才、23 年に

なります。 

配偶者誕生 

小山 博正君→妻の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。最近は喧嘩もなく、平和な
日々を過ごしておりますが、平和な日々に慣れていないので、それはそれである意
味恐怖を感じております。 

結婚祝い 

築城 忠生君→なんとか 26 回目の結婚記念日を迎えることができました。お祝いいただき、あり
がとうございます。 

市川 正孝君→結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。32 年になります。夫婦 2 人と猫 1
匹で、仲良くしています。 

創立祝い 野中 敏幸君→創立記念を祝っていただき、ありがとうございます。 

入会祝い 
東   学君→入会丸 5 年が経ちました。5 年間の間にクラブで色々な役をいただき、沢山の勉

強をさせていただきました。ありがとうございました。 

スマン 
内田 智久君→本日は欠席予定でしたが、会長から 3 回も催促されたのでちょこっとで帰ります。

スマンです。 

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→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 
       制服委員長会議 
堂前 慶之君→地区会員増強・会員維持セミナー 
外谷 正人君→地区会員増強・会員維持セミナー 
渡邊 健樹君→地区会員増強・会員維持セミナー 
松下  孝君→秦野 RC・伊勢原中央 RC 
築城 忠生君→秦野 RC・伊勢原中央 RC 

芝桜整備参加者 
東君・堂前君・東井君・松下君・村上君・田中君
𡈽屋君・仙波君・田村君・鈴木君・天野君 

62 60 40 66.66 なし 

出席報告  貝原 剛規 出席委員会委員長 

 米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

6 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。先日ロータリーの 2 つの活動に参加してきました。 
上野ガイドツアーでは、東京の米山奨学生とも交流がもてました。逗子では、交換留学生
達とも会え、花火大会を観ることができました。 

 米山奨学生 ズオン・クイン・ガーさん 

6 月分奨学金が手渡されました。 
ベトナムでは、目上の人が話している時はじっと黙っていなくてはいけません。質問も、
あいづちもしてはいけません。日本ではそのようなことはなく、自由にコミュニケーショ
ンがとれます。意見交換を出来るところが好きです。そんな自分の経験を、ベトナムにも
伝えていきたいです。 
 
コミュニケーション 

第4回ゴルフコンペ優勝 秋山哲也君 



 
第 7 グループガバナー補佐 深石 純一様(秦野 RC) 

本年度 6 クラブのうち 3 クラブ周年行事がございました。ご協力いただきありがと
うございました。 
そして I・M では皆様からの登録料、秦野・伊勢原各々10 万円を、PTA 連絡協議会
の支援金として送らせていただきました。本日記念誌をお持ちしましたので、お目通
しください。先日の新会員の集いで、大谷ガバナーが作成された 
バッチが新会員にプレゼントされました。お越しになられなかったかたへお持ちいた
しました。 

一年間大変お世話になり、ありがとうございました。 
第 7 グループ幹事 江崎 正二様(秦野 RC) 
色々お世話になり、ありがとうございました。 
第 7 グループ会計 安江 惠様(秦野 RC) 
大変いい経験をさせていただきました。ありがとうございました。   

次年度  
第 7 グループガバナー補佐 松下 孝様(伊勢原 RC) 
ロータリーの魅力は、ネットワークだと思っております。知り合いをいかにつくるか、広めていくか
が、ロータリーに入った価値を決めると思っております。次年度の I・M は、ロータリアン同士が充分
語り合える、そんな場を作りたいと思っております。皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
第 7 グループ幹事 築城 忠生様(伊勢原 RC) 
ご支援ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
 

 
 
𡈽屋    修 次年度 米山奨学委員会委員長 
米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ 
日時: 2018 年 7 月 8 日（日曜日）  ※ 雨天決行 

◇11 時            小田急線「片瀬江ノ島駅」集合 
◇11 時 30 分～12 時 30 分  片瀬海岸東浜に移動して海岸清掃 
◇13 時～16 時        海の家「BOND」にてバーベキューと懇親  
◇16 時                        現地解散 

10 時頃伊勢原北口からバスを出す予定でおります。 
天野耕一郎 次年度 親睦委員会副委員長 
 納涼例会のお知らせ 

8 月 1 日(水)(夜間例会) アルベルゴ・バンブー(Albergo bamboo) イタリアンレストラン 
足柄下郡箱根町仙石原 984-4 で行う予定です。詳細は後日ご案内いたします。 

外谷 正人 ゴルフ同好会幹事 
 ゴルフ同好会打ち合わせ・反省会 
本日例会後打ち合わせと反省会を行いますので、会員の方はお残りください。 

 
 
 
以前、山田会員が市の政策等をお話しされたので、市議会の活動に関してお話しいたします。 
みなさんに質問されるのですが、議場は議会事務局、控え室等と合わせて市役所の3Fにあります。 
 

日本の議会制度は二元代表制となっています。 
議会サイドと市長をはじめとした執行者サイドで議論をし様々な議案決定をしていきます。 
アメリカも二元代表制なのですが、大きな違いがあります。 
議員が予算決定をできる権利があるかないかという点です。 
アメリカでは予算を決めることができる委員会がありますが、日本の市議会では 
市に執行権があり、市議会はその予算概要を審査するという関係性です。 
市と市議会では3月、6月、9月、12月に定例議会があります。 
一般の方の傍聴もできので、お時間のある方は、是非お越しください。 
WEBでも生中継していますし、過去の議会での発言もバックナンバーとして残っているので、 
こちらもご利用いただけます。 
請願と陳情、要望に関してですが、請願はかなり重いものでほとんどありません。 
陳情の例として、議員の中学校給食を推進してほしい、最低賃金を上げるために国に要請してほしい 
といったご意見をいただくことがあります。 
視察に関しまして別の市議団、または会派ごとの視察などがあり、報告書を提出しています。 
政務活動費に関しましては、さまざまなニュースがありますが、市議会においては厳密な管理のもと 
詳細を報告した上で認められるものなので、使途不明なものなどはありません。 
市議会の活動は市のHPにも掲載されておりますし、 
議会活動内容も市議会のHPや市議会のサイトから確認でき、 
傍聴もできますので、今後とも是非ご参考いただき、活動へのご理解を深めていただければと思います。 
ご静聴ありがとうございました。 

委員会報告 

卓話         小山 博正君 

お客様ご挨拶 


