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2018-2019 年度 第 2554 回例会
平成 30 年 7 月 18 日（水）晴れ

会長あいさつ
西日本豪雨の災害支援に付きまして地区から義捐金協
力のお願いが届いています。次回理事会にて金額等は
決定させていただきますのでご了承ください。
前週の例会で、少年野球学童部の村上理事長にラミラ
ダ親善訪問の支援金をお渡しいたしましたが、今般の
ラミラダ親善訪問には参加する子どもの家庭に 1 人当
たり 35 万円もの自己負担があるとのことです。多少
なりともその負担を和らげることができればと、あら
ためて企業協賛を募っているとのことですので皆様ご
協力ください。
先週、新会員推薦状を回覧した伊勢原協同病院の井上
院長が入会の運びとなります。また本日新たに、新会
員推薦状を回覧いたしますのでよろしくお願いいたし
ます。
連日の猛暑が続いていますが、東京五輪は 2020 年 7
月 24 日に開幕し、8 月 9 日に閉会する予定となって
います。昨今の天候を鑑みるととてもアスリートファ
ーストの五輪とは思えません。そもそも、国際オリン
ピック委員会（IOC）では、92 年バルセロナ五輪から
立候補都市は夏季五輪開催日を 7 月 15 日～8 月 31
日までの間に設定することを大前提としているそうで
す。これは、欧米のテレビで五輪競技の放送時間を多
く確保するためで、IOC は欧米のテレビ局から支払わ
れる巨額の放映権を収入の柱としているのです。その
ため、欧米で人気プロスポーツが開催されておらず、
テレビ番組の編成に余裕のある 7～8 月に五輪の日程
を組み込むことで収入を得るという仕組みを作りまし
た。1964 年東京五輪は、夏の暑さを避け、気候の良
い 10 月 10 日に開会式が行われました。この日が数
年前まで「体育の日」と定められていたことからも明
らかなように、日本でスポーツに最適な時期の一つは
10 月であることは明白です。五輪の成功は暑さ対策
にかかっているといっても過言ではなさそうです。
本日はスポーツ振興基金受賞式ですが、受賞者の皆様
には引き続きスポーツ振興にご尽力いただけるように
お願いいたします。我々といたしましても基金を通じ
て今後も支援してまいりたいと考えております。

点鐘

堂前

慶之会長

ロータリーソング

我らの生業
四つのテスト（井戸川 秀治会員）

司会進行

東井

お客様

・伊勢原市保健福祉部長
・伊勢原市体育協会会長

重和会長エレクト
井上 稔様
田中 昇様

・野球協会 審判員
福壽 哲也様 (代理人) 中村 孝一様
・ソフトテニス協会 神薗 利治様
・スポーツ推進委員 平田 順子様
・スポーツ推進委員 尾崎
朗様
・スポーツ推進委員 岩本
功様
・スポーツ推進委員 斎藤 光雄様
・ボーイスカウト伊勢原第 1 団委員長 延原 昌樹様
・ガールスカウト神奈川連盟第 33 団
清水 香様

今後の予定
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・8/8
・8/15
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[第 2556 回]
[第 2557 回]
[第 2558 回]

ガバナー補佐訪問
納涼例会(移動例会)
ガバナー公式訪問
夏季特別休会

幹事報告
★ガバナー事務所より
7 月西日本豪雨による被害地への義援金協力依頼が配信されてお
ります。
寄付の目安として一人当たり 1,000 円以上をお願いいたします。
8 月 10 日(金)迄
地区米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開催のご案内
日 時
2018 年 8 月 25 日（土）14：00 ～
場 所
JR 辻堂駅北口 アイクロス湘南 6 階［E 会議室］
返 信 8/12(金)迄
米山奨学会より ハイライトよねやまが配信されております。
★例会変更のお知らせ
[秦野中ロータリークラブ]
８月 3 日(金)クラブフォーラム → 外部卓話 会員増強について
８月 10 日(金) → 休会（盆休みの為）
８月 17 日(金)外部卓話 会員増強について → クラブフォーラム

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

村上 一秋君
あと 3 回で還暦です。
60 才、蟹座、血液型は A 型……
チャンスの年と出ました。

𡈽屋
修君
妻の誕生日を祝っていただき、あり
がとうございます。また、妻の誕生
日を危うく忘れるとこでした。ロー
タリーに感謝です。

仙波 史生君
妻の誕生日をお祝いいただき、あり
がとうございます。朝、おめでとう
と言うのを忘れてしまいました。今
晩接見で遅くなるので、どうフォロ
ーしようか悩んでいます。

[配偶者誕生祝い・入会祝い]

[入会祝い]

礒﨑 貴史君
入会記念と妻の誕生日をお祝いくだ
さり、ありがとうございます。入会 5
年目突入です。来週 7 月 25 日は、伊
勢原市を代表して、第 51 回神奈川県
消防操法大会に 出場して ま いりま
す。次回皆さんにお会いするときに
は、良い報告ができるよう、頑張って
まいります。

出席報告
会員数

濵尾
出席計算に用いた数

60

59

貝原 剛君
入会 5 年目になりました。入会時に
先輩から、とにかく 5 年は頑張り、
文句があ ればそ の後に 言え と教わ
り、普段の仕事ではできない様々な
経験をさせていただきました。ロー
タリーの 50 周年、私も 50 歳、ロー
タリアン 5 年目の節目です。気合を
入れて、クラブ運営に関わっていき
たいと考えております。どうぞよろ
しくお願いいたします。お祝いいた
だき、ありがとうございます！

堂前

慶之君／外谷

東井

重和君／松下孝君

正人君

築城

忠生君／多田

飯田

隆三君／井戸川秀治君

政弘君

田中

徹君／山田

𡈽屋

修君／濵尾ゆかり君

田村

昌紀君

貴寿君

ゆかり/出席・プログラム委員長

出席者数

37

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

62.71

委員会報告
親睦委員会/天野 耕一郎副委員長
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)
参加申し込み 7/25(水)締切

なし

MAKE UP
事前
萩原庸嘉君→米山指定校説明会/委員会
東
学君→クラブ管理運営委員会
マイロータリー推進委員会
小山博正君→クラブ管理運営委員会
東井重和君 地区 R 財団セミナー
𡈽屋 修君 補助管理運営委員会

スポーツ振興基金スポーツ奨励金贈呈式／ボーイスカウト・ガールスカウト助成金贈呈式
公益信託伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金
萩原 庸嘉 運営委員長
今日はお暑い中ご参加いただきましてありがとうございます。
本日、伊勢原ロータリークラブスポーツ振興基金第 30 回授与式開催にあたりまして、
6 名の方にご臨席いただきこのように盛大にできることを厚く御礼申し上げます。
今までには 2150 万円、190 の団体・個人に表彰して参りました。時代は急速に変化し
て来ております。
公益信託の基金は設立目標を守り、運営委員一同、クラブ会員皆さんからのアドバイス
を受けまして、伊勢原 RC スポーツ振興基金を時代に則した形で運用していきたいと思
います。どうもありがとうございました。
伊勢原市ご来賓代表
伊勢原市保健福祉部長 井上 稔様
伊勢原 RC スポーツ基金をお受け取りになられます皆様、心からお慶び申し上げます。
また、本日受賞されました皆様方は長年に渡りスポーツ振興にご尽力を頂いております
こと、心から敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。そして伊勢原 RC 様におか
れましては、昭和 54 年に公益信託伊勢原ロータリークラブスポーツ基金を設立され、
スポーツ活動の奨励、振興を図って来られ、40 年の長きに渡り、伊勢原市内のスポー
ツ団体および指導者に対しまして延べ 162 件の助成を頂いておりますこと、改めて厚く
御礼を申し上げます。今後とも一人でも多くの市民が運動やスポーツに親しむことがで
きるよう引き続きご支援を頂きたいと存じます。本日はおめでとうございます。

スポーツ振興基金スポーツ奨励金贈呈式
ご来賓
受賞者

伊勢原市保健福祉部長 井上 稔様
伊勢原市体育協会会長 田中 昇様
野球協会 審判員
福壽 哲也様
(代理人)
中村 孝一様
ソフトテニス協会 神薗 利治様
スポーツ推進委員 平田 順子様
スポーツ推進委員 尾崎
朗様
スポーツ推進委員 岩本
功様
スポーツ推進委員 斎藤 光雄様

ボーイスカウト・ガールスカウト助成金贈呈式
ボーイスカウト伊勢原第 1 団委員長
ガールスカウト神奈川連盟第 33 団

延原 昌樹様
清水 香様

