RI 会長/バリー・ラシン
地区ガバナー/脇 洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC）
会長/堂前 慶之
幹事/外谷 正人
会報委員長/大澤 守門

2018-2019 年度 第 2555 回例会
平成 30 年 7 月 25 日（水）雨
会長あいさつ

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
前週の例会で地区より西日本豪雨災害に対す
る義捐金の協力依頼が来ていることをお話い
たしましたが、当クラブからは 6 万円を拠出
することを理事会にて決定いたしましたので
ご報告いたします。また、間壁みみさんの入会
推薦状を回覧して 7 日間が経過いたしました。
異議申し立てはありませんので、入会の運び
となります。年度明け早々にお二人の新会員
をお迎えできることを大変うれしく思いま
す。引き続き会員増強にご協力ください。数か
月前「ロータリーは親睦の滴で奉仕をするん
だよ」というお話をいただきました。その意味
は、親睦が深まれば自ずと奉仕にも力が入る
ということであると私は解釈しました。大変
いい言葉であると思います。その言葉をいた
だいたのが、松下ガバナー補佐です。本日は松
下ガバナー補佐による卓話とフォーラムで
す。どうぞよろしくお願いいたします。
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今後の予定
・8/1 [第 2556 回]納涼例会（移動例会）
・8/8 [第 2557 回]ガバナー公式訪問
・8/15 [第 2558 回]特別休会
・8/19(日) 少年野球夏季交流大会
・8/22 [第 2559 回]卓話
・8/29 [第 2560 回]卓話

幹事報告
★RI より
ロータリー人頭分担金請求
書が届いております。
伊勢原 RC 2,005.00USD
7 月 RI レート 1 ドル＝110 円
請求額 220,550 円
★茅ヶ崎湘南ロータリークラブより
2018-19 年度地区大会親睦ゴルフコンペ登録のご案内が配
信されております。
日時：9 月 10 日(月)
場所：レイクウッドゴルフクラブ
参加資格：ロータリアン及びそのご家族
費用：16,000 円
登録費：5,000 円
★本厚木ロータリークラブより
国際ロータリー加盟認証状伝達式のご案内が届いておりす。
日時：10 月 20 日(土) 式典 17 : 00 開式
場所：レンブラントホテル 厚木
会費：1 名 1 万円

スマイル報告
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慶之君／外谷
学君／田中

貴寿/スマイル委員会委員長

正人君／東井
徹君／山田

重和君／飯田
昌紀君／土屋

隆三君／小泉隆一郎君／井戸川秀治君／村上 一秋君
修君／濵尾ゆかり君／大澤 守門君／田村 貴寿君

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[創立祝い]

大谷 聰 君

多田 政弘 君

高梨 浩樹 君

山田 昌紀 君

誕生日を祝って頂きあり
がとうございます。明後
日八十路の坂道五合目に
到着。元気で登頂を目指
したいものです。

誕生日を祝って頂きあり
がとうございます。

親バカですみません。娘
が全国珠算競技大会に県
大会優勝を経て出場とな
りました。頑張って欲し
いと思います。

創立をお祝い頂き有難う
ございます。9 年が経ち
ました。カミさんに雇わ
れているので、家でも仕
事でも頭が上がりませ
ん。

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[入会祝い]

[入会祝い]

山口 知英 君

堀口 雅巳 君

佐伯 崇興 君

村上 一秋 君

明日のカミさんの誕生
祝い、有難うございま
す。明日は東京へ飲み
にくので今日お祝いし
ます。

お祝い頂き有難うござ
います。これからも仲
良く過ごして行きま
す。

入会をお祝い頂き、有難
うございました。

入会 8 年目となりまし
た。今年からゴルフコン
ペ頑張ります。

出席報告
会員数

60

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席計算に用いた数

58

出席者数

39

出席率（％）

67.24

前々回修正出席率（％）

なし

MAKE UP
事前
東 学君
→大和 RC/ふじさわ湘南 RC
濵尾ゆかり君
→会員増強・会員維持委員会/
前）合同会議

お客様ご挨拶
第 7 グループガバナー補佐/松下 孝様
皆さん改めましてこんにちは。第 7 グループのガバナー補佐を務めさせて頂いてます松
下と申します。宜しくお願いします。本日 3 つ目のガバナー補佐訪問ということで、少
し落ち着き出したかなという感じです。あと 10 月から 11 月にかけて 3 つのクラブへ
の訪問があって、IM が終わると今年 1 年のガバナー補佐としての責務が終わるという
事で今から頑張ってネジ巻いて行こうと思っております。2 クラブ訪問しましたが、ス
マイルが凄かったというのを感じてます。みなさまからも沢山のスマイルを頂くと、私
も話し甲斐があるかなと思いますので宜しくおねがいします。私の女房役の築城さんを
ご紹介します。
第 7 グループ幹事/築城 忠生様
改めましてこんにちは。グループ幹事を務めております築城です。今月は、ガバナー補
佐と一緒にあちこちのクラブを回らせて頂き、楽しい日々を過ごさせて頂いております。
本日ガバナー補佐が卓話をされます。面白いお話になると思いますのでご期待ください。
また例会終了後のフォーラムにも、是非ご参加頂きたいと思います。宜しくおねがいし
ます。
相模原南 RC/中村 辰雄様
皆さんこんにちは。初めて参りました。今年急遽ピンチヒッターでロータリーの友の地
区代表に指名されました。なったからには私なりにできることをしようと思い、今、こ
うして各クラブを訪問し皆様からの情報等を頂いております。来月 7 日には、松下ガバ
ナー補佐にご出席いただき情報の提供をお願いするとともに、会長幹事会等にも出席し
て多くの情報を得て友の方へ投稿し、なるべく多くのクラブ紹介をしていきたいと思っ
ております。文章は私の方で書かせてもらいますので、今後とも情報だけでも結構です
のでぜひご連絡をお願いします。ありがとうございました。

委員会報告
ゴルフ同好会/貝原 剛規幹事
地区大会ゴルフコンペのお知らせ
日時：9 月 10 日(月) 受付 6:30～

場所：レイクウッドゴルフクラブ

親睦委員会/添田博充委員長
納涼例会のお知らせ
8/1(水) 伊勢原駅北口市営駐車場前 16:30 集合

ご参加お願いいたします。

卓

話

松下

孝

第７グループガバナー補佐

脇ガバナーの紹介ビデオ（10 分程度）
私の自己紹介をします。昭和 35 年 6 月 6 日生まれの 58 歳です。調べたところ
当クラブで 23 番目の年齢で、ちょっと上の方の年齢です。職業分類は情報シス
テムです。本社が現在丸の内にございまして、ブランチが神田と厚木と博多と札
幌にあります。子会社が本郷三丁目に１社ございまして、技術パートナーさんを
入れると大体 400 人くらいの規模で仕事をさせて頂いております。出身は福井県
の美方郡美浜町と言うところで、美浜原発のお膝元です。私は海岸沿いに住んで
るんですが、海に行きますと原発ドームが見えるようなところでございますので、万が一津波のようなものが起きますと親もそこから避難
することになるかなと言うようなところでございます。美浜町出身の有名人が出てまして、五木ひろし、川藤幸三さん、スクールウォーズ
のモデルになった伏見工業の山口洋二監督が出身です。最終学歴は千葉工業大学の電気工学科です。就職が日立のグループ会社に入りまし
て、本社が門前仲町にあったんですが、配属が渋沢の日立の工場ということで、こちらに来て、それからこちらにご縁を頂いているという
ことです。結婚は社内調達をいたしまして、丈夫で長持ちということで助けてくれております。趣味はゴルフを下手ながらやっております。
今、厚木国際のハンデで 18 になりました。読書も好きで、歴史と時代小説を結構読んでおります。もう一つの趣味は英会話で、ベルリッ
ツに行ったりしてたんですが、上達しないので今は NHK の英語講座を録画しながら独学でやってます。
ロータリー歴は皆さんご存知の通りなので割愛させていただきます。ロータリー感ですが、出会いと親睦がつくる、人間関係のネットワー
クがロータリーの真骨頂といつも思っております。私は福井県の出身で、千葉の大学なので、全くこちらに知り合いが居りません。田舎と
言うのは、鬱陶しいですが、どこへ行っても誰が何をやってるかわかるんですね。そういう濃密な人間関係があるんですが、新しい場所で
よそ者が一人ポッと来た時に全く右も左もわからなくては寂しいと思い、子供の野球チームなどで交流をはかりました。RC へは、あるお店
に飲みに行った時に誘われたのがきっかけで二つ返事で入らせて頂きました。ただ、入った途端に会社が新川崎になりました。そのため、
例会には全く出られないこともあり、当時の会長が吉川芳朗さんだったんですが、退会届を出させて頂きました。その際、吉川さんがその
うち出られるようになるから辞めなくていいと言っていただき、残ることになりました。おかげさまで翌年伊勢原に帰って参りまして、そ
の 2 年後にスマイル委員長をやらせて頂いた頃からロータリーにはまったと言うのが事実です。その影響かどうかわかりませんが、会社は
ロータリーに入ってから大きく成長しました。ですから、みなさまにも決して必ず出席してくださいとは言いませんが、もしお仕事を任せ
る方がいらっしゃったら、なるべくそちらの方に振っていくと仕事が広がっていくのかなと思っております。高校の PTA も経験し、安全振
興会という組織の理事もやらせていただいています。とにかく田舎者で知り合いがいないので、一人でも多くの人と知り合っていければと
思っております。
ガバナー補佐としての、活動方針に関してお話します。ガバナーの地区活動方針の実践と、各クラブの活性化を支援していきたいと思って
ます。また IM の企画実行に関しましては、萩原実行委員長とともに私の思いを込めてやって行きたいです。グループ内での親睦も考えて
おります。秦野の方は中々お知り合いになれないこともあり、ロータリーソングの「街で会ったら、やぁと言おうよ」を実践できればと思
っております。ガバナー補佐杯ゴルフ大会を 3 月 27 日に予定しています。堂前会長に相談したところ、せっかくだから 50 周年のチャリ
ティコンペにできればと思い各クラブからのご参加も募っております。またグループ内の行事につきましても積極的に皆さまからご祝儀を
頂いていると思います。呼んでいただければ、積極的にやって行きたいと思っていますのでお声がけください。50 周年という忙しい時にガ
バナー補佐を拝受いたしまして、築城副会長と一緒に仕事をさせて頂きますが、空いてるときは、伊勢原クラブの 1 会員でございますので、
色々と使っていただければと思います。1 年間よろしくお願いします。

