
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度も残りわずかとなりました。 
次年度は、沢山の行事が控えております。 
皆さんで、会長・幹事のお力添えをして、 
より良いクラブづくりをしていきましょう。 
 
理事会報告 
退会届受理 佐藤 大悟会員 
 
 
 
★ガバナー事務所より 
・2018-19 年度 地区ロータリー財団セミナー及び 
第 1 回補助金管理セミナーのご案内 
が配信されております。 
日時：2018 年 7 月 14 日（土） 
① R財団セミナー 13：00 ～ 15：30 

 ② 補助金管理セミナー 15：30 ～ 17：00 
場所：JR辻堂駅北口 アイクロス湘南 6 階「E 会議室」  
締切：7/9(月) 

・ハイライトよねやま 219 が配信されております。 
 
 

6/27 第2551回 夜間例会(納会 こみや) 

7/ 4 第2552回 クラブ協議会(会長・役員所信表明) 

7/11 第2553回 クラブ協議会(委員長所信表明) 

7/18 第2554回 スポーツ振興基金贈呈式 

井戸川秀治君 
東幹事、会員の皆さんに 1 年間支えていただき、なんと無事クラブ運営が出来ました。あとは残
すところ来週の納会で今年度最後になります。皆さん多数参加をお待ちしております。 

〃 
13 日第 7G 懇親会、大勢参加していただきましてありがとうございます。また、今回参加でき
なかった人は、次回是非参加していただきたいと思います。 

東   学君 
本年度さいごの通常例会となりました。皆さんのご協力により、ここまでやってこれました。あ
りがとうございました。来週は夜間例会となります。ご出席よろしくお願いいたします。 

堂前 慶之君 本年度も残すところあと 10 日ほど。納会では、井戸川会長も東幹事も泣いちゃうんだろうなー。 

東井 重和君 先日の第 7G 合同懇親会へ参加の皆様、お疲れ様でした。大変楽しかったです。 

増田隆一郎君 6/10 に、増田ビル竣工いたしました。盛大な生花をいただき、ありがとうございました。 

松下  孝君 井戸川会長、東幹事、一年間ご苦労様でした。 

小泉隆一郎君 井戸川会長、東幹事、後 納会のみになりましたね。お疲れ様でした。 

村上 一秋君 
会社のオフィスを、同じアクストビルの 5F→11F へ移転しました。デザインは大澤会員にお願
いして、バーカウンター付きになりました。まあまあ絶景です。 

市川 正孝君 
昨日、サッカーワールドカップで日本代表が、南米の強豪と言われているコロンビアに、見事勝
利しました。ヤッター！なので今日は、2002 年に日本代表がワールドカップで勝利した時の祈
念服を着てきました。本当はロシアに行きたかった～～～ 

田中  徹君 
本日、ミルキーマンゴーのご試食をしていただく予定でいましたが、明日の納入に変更となりま
したので、よろしくお願いいたします。完売まであと 200 個。皆様よろしくお願いいたします。 

井戸川 秀治会長 

我らの生業 

四つのテスト(荒巻哲朗会員) 

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   田村 貴寿 次年度スマイル委員会委員長 
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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」参加希望者 
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 

参加希望の方はお知らせください。 
外谷 正人 次年度 幹事 
クラブ計画書名簿修正のお願い 

 クラブ計画書名簿の、修正提出お願いいたします。 
 納涼例会のお知らせ 
東  学 幹事 
 第 7G懇親会 
本日 6 月 13 日(水) 開会 18：30 ～ 一の屋本店(秦野南口)  17：30 伊勢原駅集合 
財団寄付のお願い 

 本年度財団達成率が 80％です。100％になるよう、ご協力お願いいたします。 
野球同好会 

 次回 6/20(水)例会後、次年度に向けての会議をいたします。ご参加お願いいたします。 

大澤 守門君 最後の例会ですね。あっという間の 1 年でした。会長・幹事、お疲れ様でした。 

天野耕一郎君 明日は、下糟屋ゴルフ同好会のコンペです。雨乞いスマイルします。 

外谷 正人君 6/13 グループ懇親会の二次会でのお釣りを、スマイルします。 

田村 貴寿君 井戸川会長、東幹事、あと納会のみですね！ご苦労様でした。 

〃 本日、次年度の為の練習させていただきました。 

会員誕生祝い 

山田 昌紀君→誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。明日で、48 歳になります。家
族が、パーティーを開いてくれるようですが、娘 2 人はケーキが嫌いとのことで、
ケーキはなし、とのこと。ダイエット中ということで、野菜中心のメニューになり
そうです。 

配偶者誕生 小泉隆一郎君→妻の誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。 

創立祝い 濱田 勝彌君→当社の創立祝いをいただき、ありがとうございます。 

入会祝い 
田中  徹君→入会記念を祝っていただき、ありがとうございます。6 年目に入りました。これか

らもよろしくお願いします。 

スマン 

旗川 英明君→報告が遅れましたが、引き続き組合長に選任されました。(とりあえず任期は 3 年
です)よろしくお願いします。この後大山へいきます。先にぬけます、スマンです。 

天野耕一郎君→本日例会終了後、都内に打ち合わせに行って来ます。第 7 グループ懇親会遅刻し
ます！すみません。 

外谷 正人君→来週の例会ですが、建設業協会の研修で、バンコクに行ってしまうので出席できま
せんので、スマンです。夜の研修！頑張ってきます。田村さん来週ヨロシクね。 

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(％) 事後MUP 
萩原 庸嘉君→米山奨学・学友・資金推進委員会 
濵尾ゆかり君→地区会員増強・会員維持セミナー 62 60 42 70 70 

出席報告  貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 



 
 
本年度親睦委員長を務めさせていただきました浜尾です。 
本日は親睦委員長としての1年を振り返って卓話をさせていただきます。 

 
ロータリークラブの最大の活動は親睦と常々先輩方にご指導いただき、 
親睦好きの私は、年度初めに親睦委員長としての目的方針として、親睦活動を通じ会員皆様にクラブの魅力を感
じていただき、会員相互の絆がより深まり、1人でも多くの会員・ご家族の方が楽しんでいただける親睦活動の
企画を開催したいと言う気持ちで、今年1年務めさせていただきました。 
［8月の納涼例会］ 
二宮にございますバリモダンアウラで開催いたしました。 
夏の夜長を楽しい仲間とリゾート地を思わせる素敵な空間そしておいしいお食事で楽しみました。 
［12月のクリスマス例会］ 
森の里にあるアマンダヒルズにて、財団学友でもあり、テノール歌手の志摩大喜様をお招きし、テノールソロリ
サイタルを開催いたしました。素敵な声が会場に響き渡り、アマンダヒルズのスタッフの方からも大好評の声を
いただき素敵な企画となりました。 
［4月の親睦旅行］ 
心配をよそに雨でも参加頂き、つつじ散策や熱海の夜を楽しんでいただきました。道中は名ガイド小山さんのお
かげで車中大変盛り上がりました事とても感謝しております。 
親睦委員長を振り返って 
皆様の陰ながらのお力そして優しい手助けお気遣いでこの1年無事に過ごすことができました。多くの会員の皆
様に助けていただいたことで心強く、楽しみながら親睦委員長を1年経験させていただきました。 
皆様今年1年本当にありがとうございました。 
そしてこれからも、是非皆様積極的に親睦活動に参加して頂けましたら大変嬉しく思います。 

 
 
 
横浜銀行の遠山です。宜しくお願いします。 
 

平成3年に横浜銀行に入社し、伊勢原支店が13箇所目です。 
銀行の支店長は2～3年が任期なため、慣れた頃に離れるようになるかと思うと寂しいです。 
伊勢原RCのみなさんは大変仲が良く、地元経営者のみなさま同士、横のつながりも強く魅力的なクラブだと思いま
す。他クラブの会員さんに聞いても、RCに入ることによって仕事もRC活動もがんばれるいう相乗効果があるとおっ
しゃってます。 
RC活動においては様々な奉仕事業をされています。 
横浜銀行でも1日1回の地域奉仕を目指した活動をするなど、ある意味共通する考えで地域との関わりを持たせてた
だいています。 
 
今後とも地域とのつながりを大切にして活動してまいりますので 
横浜銀行ともども引き続き宜しくお願いします。 

 

 
今年の1月に入会させていただきました。 
入って間もないこともあり、お名前とお顔がまだ一致していません。 
徐々に覚えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 
陶芸を始めた当初は、教室に通って趣味的にできればと思っていました。 
私の主人が映画監督をしていて、年間通して海外へいる時間が多く、私には時間がいっぱいありました。 
主人に、そんなに時間があるのだから留守中に結果をだしてくれと言われ、奮起し、色んな陶芸の全国展へ応募しま
した。おかげさまで色々と入賞でき、今の陶芸生活があります。 
 
ある日、井戸川さん、田中さん、仙波さんがふれあい授業の件で 
いらしたときに伊勢原RCでは地域社会で、こういう事業をしてるんだと知りました。 
入会してみると会員のみなさんがいい方ばかりで、楽しく過ごさせていただいています。 
 
これからもよろしくお願いいたします。 
 
 

卓話         濵尾 ゆかり君 

卓話         遠山 久恵君 

卓話         村山 恵子君 

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  
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             TEL.  0463-92-5777    FAX.  0463-95-5313 
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