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会報委員長/大澤 守門

2018-2019 年度 第 2552 回例会
平成 30 年 7 月 4 日（水）晴れ
会長あいさつ

点鐘

堂前

慶之会長

ロータリーソング

君が代/奉仕の理想
四つのテスト（遠藤 郷平会員）

司会進行

東井

お客様

・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

重和会長エレクト

今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
皆さん、こんにちは。2018 年ー2019 年度の会長を
仰せつかりました堂前義之です。今年は当クラブか
ら松下孝ガバナー補佐を排出するということもり大
変忙しい 1 年になろうかと思います。インターシテ
ィーミーティングも伊勢原の地で開催されます。既
に 11 月の 17 日に開催することが決定しておりま
す。また、年が開けると 50 周年の式典を予定してい
ますので、会員の皆様には大変お忙しい思いをさせ
てしまいますが、是非ともご協力を宜しくお願いし
ます。
私の想いとしては、50 周年を無事に乗り切り次の
50 周年に向かう足掛かりの 1 年にしたいと思ってお
ります。同時に、外谷幹事と共に楽しく一生懸命や
っていきますので、皆さま 1 年間どうぞ宜しくお願
いいたします。

・7/8 米山クリーンキャンペーン
・7/11[第 2553 回]クラブ協議会
・7/18[第 2554 回]スポーツ振興基金贈呈式

幹事報告
★ガバナー事務所より
7 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
2018 年 19 年地区上半期人頭分担金、比例人頭分担金依頼が配
信されております。地区資金の内訳。A 本会期上半期 7,850 円、
年額 15,700 円（米山記念館維持費を含む）
。B 事業会計。上半
期分 4,150 円、年額 8,300 円。新世代分担金、C 特別会計。大
会分担金 8,000 円。
★例会変更のお知らせ
[秦野ロータリークラブ]
7/24（火）休会/8/14（火）お盆休会
[秦野中ロータリークラブ]
7/13（金）移動例会、7/29（日）納涼家族親睦会→点鐘 12 時
めんようの里
★伊勢原市展実行委員会より、第 23 回伊勢原市展へのお礼状が
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87 号が届いております。

スマイル報告

田村

松下 孝ガバナー補佐
本年度ガバナー補佐を努めさせ
ていただいきます。今更ながら、
大役に緊張しています。1 年間
宜しくお願いします。

貴寿/スマイル委員会委員長

築城忠生第 7 グループ幹事
松下ガバナー補佐と共に、表敬
訪問に伺いました。1 年間よろ
しくお願いします。

松下

孝君／築城

忠生君／堂前

慶之君

外谷

正人君／東井

重和君／𡈽屋

修君

佐伯

崇興君／多田

政弘君／飯田

隆三君

井戸川秀治君／市川

正孝君／東

学君

戸田

裕士君／小山

博正君／田中

徹君

磯崎

貴史君／大澤

守門君／加藤

桂君

鈴木

康弘君／天野耕一郎君／大垣

真一君

田村

貴寿君

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[入会・創立祝い]

[創立祝い]

小泉 隆一郎君
誕生日をお祝いいただ
きありがとうございま
す。59 才になりまし
た。

松下 孝君
妻の誕生日を祝って頂きありがと
うございます。昨日、G 補佐連絡会
で遅くなりお祝いできませんでし
た。クッキーで許してもらいます。

内田 智久君
W 記念祝いありがとう
ございます。

飯田 隆三君
平成 7 年 7 月 7 日創業、祝って頂
きありがとうございます。
早 23 年
経ちました。地域の為に毎日頑張
っています。

[創立祝い]

[創立祝い]

[創立祝い]

[入会祝い]

[入会祝い]

村上 一秋君
創立 17 年目に入りま
した。あと 5 年+α細々
と頑張ります。

濵尾 ゆかり君
本日は、創立お祝い頂
きありがとうござい
ます。また今年度も 1
年宜しくお願い致し
ます。

秋山 哲也君
創立記念を祝って頂
きましてありがとう
ございます。社業発展
のために頑張ります。

遠藤 郷平君
入会祝有難うござい
ます。大分ロートリア
ンになりましたが、老
害アンにならないよ
うに頑張ります。

吉川 昌男君
入会を祝っていただ
きありがとうござい
ます。50 年目に入り
ます。

[入会祝い]

[入会祝い]

[入会祝い]

[入会祝い]

[入会祝い]

山口 知英君
入会祝有難うございま
す。21 年目です。

加藤 宗兵衛君
伊勢原 RC50 周年お
めでとうございます。
今年こそ貢献したい
と思います。

天野 耕一郎君
本日は入会記念をお
祝いいただき有難う
ございます。堂前外
谷年度、楽しみにし
ています！

熊谷 勝利君
こんにちは、熊谷で
す。二年目になりま
す。これからもよろ
しくお願いします。

堀口 雅巳君
「あっ」と言う間の
一年間でした。振り
返れば、飲み屋で誘
われたのが始まりで
した。

濵尾

出席報告

ゆかり/出席・プログラム委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

60

58

42

72.41

なし

事前
松下孝君
→ガバナー補佐連絡会議

米山奨学生
ズオン・クイン・
ンガーさん

ガントグトヒ・
サラントヤさん
7 月分奨学金が
手渡されました。
日本に来て私にとっては
今年の夏は一番暑いです。
なぜかと言うと、引っ越し
した家にはエアコンがな
く、工事に 1 ヶ月ぐらいか
かると言われ、なんとか我慢している状況です。私は
寒い国の人です。モンゴルでは 1 年の半年は冬でマイナ
ス 15〜30 度くらいです。夏でも朝夜は寒いと言うくら
いの国からきたので、本当に大変ですね。で、なんとか
この暑さを超えて無事に卒業したいなと今頑張っていま
す。皆さんも体を大事にしてください。有難うございま
す。

お客様ご挨拶

7 月分奨学金が
手渡されました。
私は、サラさんと違って、
熱帯の国からきたので、今
はベトナムは 40、50 度く
らい。だから日本に住んで
いて涼しいなぁと思いま
す。RC に来てンガーさんと呼ばれて本当に感動しまし
た。ベトナム語でンガーという意味は、ロシアと言う意
味です。両親がロシア語の教師で、私が生まれた時、父
がロシアに留学していたこともあり名付けられました。
日本に来てから、RC で色々な人と交流し、コミュニケー
ションがとれ、自分の名前も説明できることがとても楽
しいです。

第 7 グループガバナー補佐/松下 孝様（伊勢原 RC）/第 7G グループ幹事/築城

忠生様（伊勢原 RC）

みなさんこんにちは。今日は表敬訪問ということで、伺っている次第です。昨日始めて
のガバナー補佐連絡会がありまして、今更ながら大役を引き受けたなということで大変
緊張しております。とにかく 50 周年で私が 9 人目ですかね、伊勢原ロータリーでガバ
ナー補佐にさせていただいてるんですけども、今更ながらですが、年齢がかなり若いの
かなと、やはりガバナー補佐というと去年の深石さんもそうですけど、人生のベテラン
の方が多いんですが、まだまだひよっこの私で第 7 グループという大きなグループを背
負って行くというのは、ちょっと不安ですけども、この１年一生懸命やりますので、宜
しくお願いいたします。それと、私の女房役で私が会長時の幹事もやって頂きました築
城さんがグループ幹事をやってくださいますので、その分心強いかなと思っております。
副会長もやってもらってますので、大変な忙しい年度になると思いますが、宜しくお願
いします。

委員会報告
2017-2018 年度 広報・雑誌委員会/戸田 裕士委員長
ロータリーの友「日台国際交流」の記事が掲載されました。
親睦委員会/添田 博充委員長
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)に決定しました。

米山奨学委員会/𡈽屋
修委員長
米山クリーンキャンペーン開催のお知らせ
9：40 改札前集合/9：48 伊勢原駅発/14 名参加です。
地区職業奉仕委員会/小泉隆一郎会員
「内向き外向きわかりやすい職業奉仕」
伊勢原中学校でのふれあい後援会の様子を掲載。
濱尾さんの写真も掲載されています。

クラブ協議会
[2018〜2019 年度伊勢原ロータリークラブ運営方針]

クラブテーマ「奉仕の実践―新たなる半世紀に向かってー」
堂前 慶之会長
伊勢原ロータリークラブは 2019 年 5 月に創立 50 周年を迎えます。クラブの礎の築き、50
年の長きに渡り先達となってクラブの発展に尽力されてこられた先輩会員に敬意を表すると
ともに、心より感謝いたします。この 50 周年を契機に、クラブの歴史を振り返り、しっかり
と記録を残すこともこの年度に与えられた重要な責務であると考えております。
【重点目標】

1）会員増強
2）R 財団
3）米山奨学金
4）出席率
5）50 周年

目標 70 名
年次寄付 200 ドル/1 名 達成
年次寄付 20,000 円/1 名 達成
80％以上
記念式典、記念事業、記念誌作成の実施

クラブ幹事

外谷 正人幹事
𡈽屋
修副幹事
伊勢原ロータリークラブ、区切りの 50 周年の今年、さらなる飛躍となる事業や委員会活動を
出来得る限りバックアップしクラブ員全員が参加できる奉仕活動や親睦活動になるようなク
ラブを目指します。また、本年度のクラブテーマの「奉仕の実践―新たなる半世紀に向かって
ー」のもと新しい半世紀の礎となるようなクラブ運営に努めます。
【活動計画】

1）50 周年記念事業と記念式典にしっかりと準備をし各実行委員会と綿密に
連絡を取り、50 周年の歴史を会員全員に知ってもらえる様に努めます。
2）クラブテーマであるように、新たなる半世紀に向けて何が出来るかを例会
で話し合いを進めて行く様に努めます。
3）50 周年時に会員 70 名の目標の元、会員増強と会員維持を委員会と共に強
力にバックアップして行く様に努めます。
4）米山奨学生や青少年交換留学生と一緒に地域の子供たちと触れ合える事業
の実施に努めます。

会員組織委員会

東井 重和統括委員長
[担当員会] 会員増強・維持・分類委員会/広報・雑誌委員会/スマイル委員会
ロータリー財団委員会/米山奨学委員会
RI 会長テーマ、会長方針に沿った活動を各委員会に推進し実行及び達成に努力いたします。
【活動計画】

1 随時、委員会を開催し各委員会にも参加いたします。
2 ロータリー財団・米山奨学寄付金の目標達成をサポートいたします。
3 会員増強 70 名、女性会員 10％を目指します。
450 周年事業に向け、広報活動を推進いたします。
5 新しい例会場に合うような、楽しいスマイルを目指します。

クラブ協議会

クラブ管理運営委員会

築城

忠生統括委員長

[担当員会] 出席・プログラム委員会/親睦委員会/クラブ会報委員会
創立 50 周年を迎えるクラブとして、大切に守りゆくこと、果敢に変えていくことを見極め
ながらクラブ奉仕活動を行います。今までの実績にとらわれることなく会員が魅力を感じる
例会プログラム、親睦活動、クラブ会報の発行をすすめます。また新たなる半世紀に向かっ
て礎となる組織運営に力を注ぎたいと考えます。
【重点目標】
【出席・プログラム】
・魅力ある例会プログラムの作成
・出席率 80％を目指した取り組みを検討（例会出欠確認の実施）
【親睦】
・納涼例会・クリスマス例会・3 クラブ合同例会・親睦旅行の実施
・新会員歓迎会の開催
【クラブ会報】
魅力的なクラブ会報の発行と、掲載内容の検討をすすめます。

奉仕プロジェクト委員会

井戸川

秀治統括委員長

[担当員会] 職業奉仕委員会/社会奉仕委員会/青少年奉仕委員会/国際奉仕委員会
友好クラブ委員会
会長方針「奉仕の実践―新たなる半世紀に向かってー」を実現する為に各委員会の連携を
取り理解と協力を頂きより良い奉仕活動進めて行きます。
【活動計画】

1. 今年度はクラブ創立 50 周年という節目の都市ですので、実行委員会と
協力して 50 周年に恥じない奉仕事業を致します。
2. 継続事業に関しましては、各委員会と常に情報交換をしてミスの無いよう
に各委員長のサポートをして行きたいと思います。
委員会ごとの目標に向かい奉仕プロジェクト全体で連携し遂行してまいりま
す。各委員会の活動計画は、クラブ計画書を参照してください。

