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今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
本日はスポンサークラブである秦野 RC 会長関
野道弘様、幹事三嶽聖様にお越しいただきまし
た。歓迎申し上げます。先日、表敬に伺わせてい
ただいた際には大変お世話になりました。さて、
今日は本年度初となる入会式です。大変うれし
く思います。後ほど伊勢原協同病院病院長 井上
元保様の入会式を執り行いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。HP 上では 10/13 と
記載がありますが、10/14 に 3RC 合同薬物防止
キャンペーンと地区大会が同日開催となりま
す。外谷幹事より皆様に確認を取らせていただ
いておりますが、当日はどちらかへのご参加を
よろしくお願いいたします。会長・幹事は 13、
14 日と地区大会への参加が義務付けられており
ますので、14 日の 3RC キャンペーンは東井会
長エレクトに代表して取り仕切っていただきま
す。先日、採寸を行った 50 周年記念ブレザーの
件ですが、まだ採寸が終わっていない方は後日
あらためてご案内させていただきますので、ご
協力よろしくお願いいたします。

・9/5[第 2561 回]卓話
・9/10 地区大会ゴルフコンペ
・9/12[第 2562 回]卓話
・9/19[第 2563 回]卓話
・9/26[第 2564 回]卓話

幹事報告
★ガバナー事務所より
9 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＝112 円
★第７グループ 第３回 会長・幹事会のお知らせが配信されて
おります。
日 時
平成３０年９月１３日（木） 午後６時００分より
場 所
北京館
会 費
５，０００円（お一人様）
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
・第 51 回伊勢原観光道灌まつり催し物部会の資料が届いており
ます。
・第 51 回伊勢原観光道灌まつりのご案内が届いております。
10 月 13 日(土)13:00～19:30／14 日(日)10:00～19:30
・第 51 回伊勢原観光道灌まつり 大田道灌公墓前祭のご案内が届
いております。
10 月 13 日(土)10:00～ 下糟屋大慈寺にて挙行
★伊勢原市交通安全対策協議会より
平成 30 年度伊勢原市交通安全対策協議会会長表彰候補者の推
薦依頼のお願いが届いております。推薦期限 9/21(金)
★神奈川県福祉子どもみらい局 人権男女共同参画課より
企業向け性的マイノリティ研修会の広報についてのお願いが届
いております。

財団寄付表彰

山口知英君
ポールハリスフェロー
Pin1

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／多田政弘君／松下 孝君／飯田隆三君／内田智久君
村上一秋君／市川正孝君／田中 徹君／大澤守門君／天野耕一郎君／遠山久恵君／大垣真一君／村山恵子君
井上元保君／田村貴寿君

[お客様スマイル]

[お客様スマイル]

[創立祝い]

秦野 RC 会長 関野 道弘様
本日は伊勢原 RC の皆様に就任を挨
拶に伺いました。宜しくお願い致し
ます。

秦野 RC 幹事 三嶽 聖様
表敬訪問にお伺いしました。本日は
よろしくお願いします。

萩原 庸嘉君
創立 55 年目に入ります。社長にな
って 18 年、そろそろ勇退です。

入会式

井上
推 薦 者
勤 務 先
役
職
生年月日

元保君

多田 政弘君・井戸川秀治君
伊勢原協同病院
病院長
1963 年 12 月 4 日

秋山

出席報告
会員数

61

哲也/出席・プログラム委員会副委員長

出席計算に用いた数

出席者数

59

38

出席率（％）

64.40

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

なし

事前
萩原庸嘉君→米山奨学セミ
ナー＆カウンセラー研修会
外谷正人君→
〃
𡈽屋 修君→
〃
東
学君→厚木県央 RC

委員会報告
広報・雑誌委員会/貝原 剛規委員長
タウンニュース伊勢原版/8 月 24 日号 8 月 19 日に行われた 「伊勢原市少年野球夏季交流大会」掲載
第 7 グループ/松下 孝ガバナー補佐
タウンニュース伊勢原版/8 月 24 日号「国際ロータリー第 2780 地区青少年交換学生募集」掲載

卓

話

大垣

真一君

皆さんこんにちは。昨年入会させて頂きました大垣真一です。
私、普段から少年野球のコーチをやったり、また平日はいろいろな活動に参加したりとい
う事で、大垣そもそも仕事は何をやってるんだと言われますが、実は堂前会長と同じく保
険屋をやっております。昔は保険代理店として独立して、また父親がアマダの製作工具の
販売問屋をやっていたので、その仕事も手伝いながら両輪でやらせていただいてたんです
が、3 年前に父親の会社を退きまして、今は保険だけでやっています。独立制ではなく横
浜の（株）ライフプラズパートナーという会社がありまして、保険の窓口グループ、ニッ
セイグループですが、そこの社員として保険販売に従事して居るところでございます。社
員と言っても月曜日と木曜日の朝イチだけ朝礼で横浜まで通勤をして居るんですが、それ
以外は個人事業主のように自由に伊勢原で様々な活動したり、保険の仕事もしたりしてい
ます。大垣は保険屋だったのね、と思って頂ければと思います。
何を話そうかと思っていました。大事にしてる言葉だったり、精神だったり、気持ちだ
ったりというのはみなさんもいくつかあると思いますが、二つに絞って思いを語ってみよ
うかと思います。
まず一つは何事も言われたら「はい」か「イエス」か「喜んで」で答えるんだというこ
とです。昔から、よく先輩方から何か言われると「いやぁ、それは、
、
」とか言うと「お前、
返事は「はい」か「喜んで」だ」なんてよく言われ続けてきまして、断ることはダメなん
だと不思議に思ってきたんですが、色々と考えるようになると、何事も出来る出来ないじ
ゃなくて自分の素直な気持ちで受け止めて行動してみる、そして行動の先に何があっても
一歩一歩前に進んで行くと言うことは大事な精神だと思って、その言葉をいつも心に思っ
ております。今後、皆さん何かありましたら、
「はい」か「イエス」か「喜んで」の精神で
答えて行きたいと思います。
もう一つが出会いを大切にして行こうと言うことですが、人が生まれて、人生を終える
までには数え切れない程の選択を繰り返して人生があるのだと思っています。その選択が
少しでも違った選択をすれば人生って大きく変わると思っているわけです。また自分自身
の選択だけじゃなくて、その人が出会ってきた周りの方々の選択も加わりながら人生は形
成されてるんだと思います。私も今まで色々な出会いがありますし、その時の選択が違え
ばこうしてロータリクラブに入ることもなかったかも知れませんし、卓話をさせて頂く機
会もなかったかも知れません。今後も皆さまとの出会いしっかりと奇跡と感謝を感じなが
ら歩んでいければと思っております。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

クラブ協議会
青少年育成基金委員会

萩原 庸嘉会長

今年度基金が 9,630,531 円貯まりました。これは青少年の健全育成を目的に使用することに
なっております。50 周年で堂前会長がダンスの方でエントリーされるようなので、早めに理
事会・委員会で精査しまして、基金を有効に使わせていただきます。
【重点目標】

1）事業推奨：渉外事業並びに創立 50 周年記念実行委員会より提案された
様々な提案の中から、推奨するに値する事業を選び、伊勢原 RC 理事会
に活動議案を提出します。
2）実施事業決済：事業の決定がなされ設立された実行組織より事業計画・
予算等提出を受けたのち、速やかに資金提供及び事業予算・計画の修正
を諮り実行決済する。
3）事業報告及び決算：委員会の事業報告及び決算については、毎事業年度
終了後、報告書を作成し、会計の監査を受けた上で、理事会の承認を
経て、伊勢原ロータリークラブ総会に提出し、議案は審議の上、承認を
受ける。
4）今年度予定基金有り高は約「9,300,000 円」

IM 実行委員会

萩原 庸嘉委員長

今年度のテーマ「インスピレーションになろう」です。どういう事かと考えた結果、多くの
会員にひらめきを起こしてもらう事、ロータリーで学んだ事、楽しんだ事を元に新たなひら
めきを起こしてもらおうということを今年度の IM の目標にしております。伊勢原 RC を思
い切ってアピール出来るように IM を大成功させていただきたいと思っております。
ご協力宜しくお願いします。
【活動計画】 1）平成 30 年 11 月 17 日（土）伊勢原シティープラザにて開催することが決定。
2）実行委員会の組織表を速やかに作成し第７グループ選出の各クラブ IM 企画委員と連携を取り潤
滑な運営が出来る様務める。
3）配置は総務・振興（運営）
・記録・会計・懇親会の５の担当分けを行う。
4）松下補佐の目標とする IM の新しいスタイルを共に考えメンバーの記憶に残る様な事業にしたい。
5）IM の目的・学びと親睦を前面に打ち出し学び舎では歯に衣着せぬ徹底討論で自分の主張を述べ親
睦の場ではそのヒートアップした感情を納めるような美酒絢爛の場を提供し第７グループの結束
を図る。
5）-1 学び舎では適切な人員（参加者）配置リーダーの議題（分科会テーマ）振興における統一意識の
確立分科会ディスカッションでの脇道にそれない様な方向性への誘導等々事前に実行委員会で
決めておく。
5）-2 懇親会では各クラブ纏まらず他クラブ会員とより多くの交流を促す様今回の IM では飲物等で各
懇親テーブルの場を設け実行委員会で研究した飲物（酒・TEA・COFFEE 等）またそれに合う肴
の推奨選択等楽しく盛り上がる様な懇親の場を提供する。
6）IM 報告書は年明け（平成 31 年）の秦野並びに伊勢原３クラブ合同例会へのガバナー補佐訪問時
までに提出できる様努力する。
7）その他おもてなしの件遺漏の無いよう実行委員会一丸となり推進する。
以上の件を踏まえ楽しんで IM を作りましょう。

クラブ協議会

クラブ活性化戦略室

村上

一秋委員長

この活性化戦略室の 8、9 年前の発足時と比べると、会員のみなさんの努力により、クラブの
活性化はかなり進んだと思います。しかし、出席率が 2～3 年前よりは 10％程度増えたとは
言え、まだまだ課題だと思いますので、出席率を上げるような支援をしていきたいと思って
おります。
【活動計画】

1）50 周年行事を全員参加で成功させる為、先ず例会出席率 80％以上を
目指します。
2）ふれあい授業、渋田川芝桜、ダンス大会の継続サポート等、既存奉仕活動
の強化。
3）青少年育成基金を活用した、今後の新規奉仕事業の提案

50 周年実行委員会

遠藤

郷平委員長

50 周年の節目の年としまして、4 名残っているチャーターメンバー、ロータリアンを支える
ご家族や周りの方々、ロータリーOB に感謝を捧げ、派手ではなく地道なロータリアンのため
のロータリー50 周年を企画しています。
【事業概要と方針】50 年間を振り返り、伊勢原ロータリーを支えてこられたチャーターメン
バーへの感謝と共に次の 100 周年に向けてのアピール。
1）記念式典
2）記念事業
3）記念誌の発行

会場監督

田中 徹委員長

今年度の会長方針の実現の向け、スムーズな例会の進行・充実を図るよう、出席率の工場と
親睦を深める場づくりに努めていきたいと思います。
【活動計画】1）例会進行がスムーズに実施できるよう、会長・幹事･各委員会と連携を図る。
2) 例会時には、ロータリーバッジ及び名札の着用を義務付ける。
3) ゲスト・ビジター等お客様の出退管理を行う。
4）出席率の向上を図るため長期欠席会員へのアプローチを図と共にやむを得ず
欠席の場合は、他クラブ(衛生クラブを含む)でのメイクを推進する。
5) 席順を工夫して、会員相互の親睦を図り、退会防止に努める。

