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お客様

慶之会長

重和会長エレクト

・石川範義様（本厚木 RC 会長）

・内田 清様 （本厚木 RC 会長エレクト）
・金澤 平様 （本厚木 RC 理事）
・中村昭夫様（本厚木 RC 理事）
・米山奨学生 ガントグトフ・サラントヤさん

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
本日は本厚木 RC の皆様にお越しいただきました。
本厚木 RC は、厚木中 RC40 周年の折に創立された厚
木で 4 つ目のクラブで、3 月に認証を受け 10 月に認
証状伝達式があるとのことです。認証状伝達式には当
クラブからも数名で伺わせていただきますのでよろし
くお願いいたします。創立会長であった杉田さんが
7/19 に急逝されました。ご冥福をお祈りいたします。
さて、8/8 はガバナー公式訪問でした。松下ガバナー
補佐には大変お世話になりました。フォーラムでは各
委員長から事業の説明をいただきましたが、活動を見
つめなおすいい機会になったのではないかと思いま
す。
8/19 は少年野球学童部との交流試合が開催されまし
た。日台交流少年野球をきっかけに開催され、3 回目
の交流試合となりますが、今回は学童部主催の下、日
頃支援しているロータリアンとの交流を図ることを目
的として開催されました。27 名の会員にご参加いただ
き大変感謝しております。試合の方は 13 対 11 で惜敗
しましたが楽しい一日でした。
入会式が度々延期となっておりますが、ご都合をうか
がってあらためて執り行いたいと思います。本日の卓
話は、マイロータリー推進委員会に副委員長として出
向している東君によるマイロータリー登録についてで
す。登録の仕方や使い方などをしっかり学んで、伊勢
原 RC の登録率向上を目指したいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

今後の予定
・8/25
・8/29
・9/5
・9/10

地区米山奨学セミナー
[第 2560 回]卓話
[第 2561 回]卓話
地区大会親睦ゴルフ大会

幹事報告
★ガバナー事務所より
・地区大会親睦ゴルフコンペ
組合せ表が配信されており
ます。
★米山奨学会より
・ハイライト米山 221 が配信されております。
★米山梅吉記念館より
・賛助会員入会のお願い、募金のお願い、秋季例祭のお知らせが
届いております。
賛助会員 年間お 1 人 3,000 円
募金
全国 1 人 100 円募金運動
秋季例祭：9 月 15 日（土）14:00〜 米山梅吉記念ホール
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC
9 月 25 日（火）→ 9 月 27 日（木）月見例会に振替 大用寺
★伊勢原青年会議所より
伊勢原青年会議所創立 40 周年記念式典並びに祝賀会開催の
ご案内が届いております。
日時：9 月 29 日（土）受付開始 14:30
記念式典 15:00〜16:10
祝賀会 16:30〜17:45
会場：記念式典 伊勢原市民文化会館大ホール
祝賀会 伊勢原市農業協同組合 大会議室

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／築城忠生君／濱田勝彌君／遠藤郷平君／松下 孝君／飯田隆三君
井戸川秀治君／東 学君／田中 徹君／礒﨑貴史君／𡈽屋 修君／天野耕一郎君／大垣真一君／田村貴寿君
[お客様スマイル]

本厚木 RC 会長
会員の皆様こんにちは。10/20（土）本厚木 RC の認証伝達式チャーターナイトのお知ら
せに参りました。伊勢原 RC の会員の皆様には、厚木中 RC に在籍していた時から大変お
世話になっております。今後とも新クラブ本厚木 RC をご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
します。
神奈川県 RC 野球連盟会長
会員の皆様こんにちは。日頃から伊勢原 RC の濱田パストガバナーを始め、野球同好会の
皆様には厚木中 RC に在籍しておりました時から大変お世話になっております。また、杉
田前会長の葬儀には伊勢原 RC の皆様にはご会葬頂き、御礼申し上げます。今後とも本厚
木クラブ野球同好会を宜しくお願いします。

本厚木 RC 会長
兼神奈川県 RC 野球連盟会長
石川 範義 様

出席報告
会員数

貝原君/出席・プログラム委員会委員長代理

出席計算に用いた数

60

出席者数

58

39

出席率（％）

67.24

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

87.71

事前
松下 孝君→伊勢原中央 RC
築城忠生君→伊勢原中央 RC
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/ふじさわ湘南 RC
少年野球大会(敬称略)
天野・荒巻・堂前・遠藤・萩原(鉄)・濱田
東・堀口・井戸川・飯田(隆)・猪熊・貝原
小泉・小山・松下・村上・仲西・大垣・大澤
多田・田中・東井外谷・𡈽屋・築城・吉野
事後
吉川昌男君→伊勢原平成 RC
田中 徹君→会員増強・会員維持委員会/前）合
同会議

米山奨学寄付・財団寄付 表彰

飯田隆三君
米山功労者
第 8 回マルチプル

堂前慶之君
ベネファクター

飯田隆三君
ポールハリスフェロー
Pin6・pin7

荒巻哲朗君
ポールハリスフェロー
Pin３

お客様ご挨拶
本厚木ロータリークラブ会長 石川範義様
皆様こんにちは。本厚木 RC 会長の石川です。今年の 3 月 19 日に RI の認証をいただきま
して、以来仮例会をしておりました。4 月から数字が入る例会になりました。月に 2 回の例
会で 9 回まで行いました。初代会長は杉田会長でございましたが、先月急逝され、副会長
の私が急遽会長にということで先々週ガバナー事務所でガバナー始め各委員長の方々から
研修を受けておりました。伊勢原 RC には、私を始め野球でもお世話になっているので、メ
ンバーでぜひご挨拶に行こうと言うことで今日はお邪魔をさせていただきました。
本厚木ロータリークラブ理事 金澤平様／中村昭夫様
皆さんこんにちは。貴重な例会の時間をとって頂きまして有難うございます。伊勢原 RC さ
んとは濱田理事や会員の皆様には色んな会でお会いし、交流を持ち、また野球同好会に関し
ましては、松下ガバナー補佐はじめ多くの皆さんい応援をしていただいております。10 月
20 日ですが、レンブランドホテルにおいて夕方 4 時半に受付、17 時に式典に入ります。
18 時から親睦会ということになりますが、私はチャーターナイトというものが初めてでご
ざいます。そういう中で、中々皆さんに満足して頂けないかもしれませんが、我々一同一生
懸命やりますので、宜しくお願いします。

東井重和君
ポールハリスフェロー
Pin1

本厚木ロータリークラブ会長エレクト 内田清様
皆さんこんにちは、今日は野球同好会の方で参りました会長エレクトの内田清でござ
います。神奈川県野球連盟が初代が石川さん、あと杉田が厚木中 RC を元に運営して
まして今年で 23 回目になります。伊勢原さんの野球同好会のご協力で、今度は伊勢
原球場をお借りして、伊勢原球場と厚木の多摩球場でこの秋にやることになりまし
た。同好会の方々、たくさんのサポートを有難うございます。会員の皆様、会場が近
くになりましたので、どうぞ宜しくお願いします。

米山奨学生ご挨拶

ガントグトフ・サラントヤさん

皆様こんにちは。いつもお世話になっております。今日は皆さんに伝えたいことは２つ
あります。まず一つ目は、皆さんのお陰で、ずっとやりたかった研究を無事に終え、修
論を書き終え、来月卒業できることになりました。普通は 50 ページでいいところを 140
ページも書いて、思った通りに研究をやれたので今はとても満足しています。もう一つ
は、気づいた方もいらっしゃると思いますが、今妊娠 4 ヶ月を迎えました。ずっと欲し
かった赤ちゃんを大学院を卒業する今授かることができてすごく嬉しいです。これらの
ことをぜひ皆さんに伝えたいと思いました。有難うございます。

卓話

東

学君

私が今日お話しするのは、RI の HP に入っていただくためのお話しです。
地区の委員会の方でも、堂前会長からもマイロータリーの登録向上というお話をいただいてるんですけど、地区の HP
とマイロータリーの登録というのがわかってない方が沢山いらっしゃいます。
マイロータリーって何が出来るの？と言うと、ロータリーの地区クラブ運営のいろいろな情報が引き出せるという
ことです。ロータリーの各クラブのデータというのは一括で管理できるようになってます。昔ですと FAX やコピー等
の紙媒体で残してたと思いますが、アーカイブでマイロータリーの中に各クラブの活動内容を毎年残してくださいと
いうことです。例えば去年台湾の野球クラブに行きましたけど、その時のどういうことをしたのか等をここに残して
下さい、と言う事をしてください。情報を残して次の会長なり幹事なりが活動をする時の参考にしてデータを出しや
すいようにしてくださいと言うような流れです。会員向けのページと一般の方向けページと色々ございます。みなさ
んに協力して頂きたいのは、マイロータリーの中の右上の赤い所、これはアカウントの登録を各自でして頂かないと
ログインできません。そのため、地区の方でみなさんに登録してくださいと言う事をお願いしています。
今まで、クラブの運営というのはマイロータリーを使わなくても確かにできました。では、何のために皆さんに登
録をお願いしてるかと言うと、情報の一元化により紙を使わない、委員会での事は次世代に向けて全て DB 化しよう
と言うことです。今物を調べるのに、百科事典を開く人はまずいないです。PC を使ったりして情報を引き出すわけで
す。今の若い人は、昔のようにレコード買ったり CD 買ったりもしません。30 代の人ですと PC すら使わないでスマ
ホでみんな済ませちゃうよという人ばかりです。5 年後 10 年後先を考えたときに、こういう風な情報管理をするこ
とが国際的な組織としては必要じゃないでしょうか、という事をお願いしています。ご自分は触らないかも知れませ
んけど次世代に向けて、新しく入ってくるロータリアンの為に、みなさん登録の方よろしくお願いしますします。登
録方法に関しては、また時間のある時に事務局を通して資料をお配りします。ありがとうございます。

