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2018-2019 年度 第 2563 回例会
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重和会長エレクト

今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
過ごしやすい季節となりました。ただ寒暖の差が大き
くなり、風邪をひく方も増えていますので、皆様、お
身体には十分ご注意ください。先日の理事会での報告
を一点失念しておりました。50 周年を機に名誉会員の
入会に取り組むことを理事会で決議いたしました。名
誉会員とは定款に「ロータリーの理念を推進するため
に称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目
的を末永く支援することでロータリーの友人であると
みなされた人」と明記され、理事会にて決定するとさ
れています。例えば、横須賀ＲＣでは市長、在日米軍
海軍司令官、海上自衛隊横須賀地方総監が名誉会員と
して名を連ねています。我々も市長を候補者として現
在調整を図っています。皆様にはあらためてご報告さ
せていただきます。さて、50 周年記念ブレザーの採寸
作業は皆様のご協力をいただき、残すところあと数名
まで来ました。何とか 11 月のＩＭに間に合うかも…
という状況です。先日の例会では貝原会員の仕切りに
より歴代会長に「私にとってロータリーとは」を語っ
ていただきました。私も含め多くの会員が興味深く聞
きました。全ての歴代会長にお話しいただくことがで
きなかったので、外谷幹事と濱尾プログラム委員長に
調整していただき、後日あらためて時間を割きたいと
思います。本日は礒﨑Ｒ財団委員長による財団卓話で
す。近年、クラブ運営方針の重点目標に財団・米山の
寄付を掲げていますが、なかなか達成できません。こ
の数年、地区補助金を利用した事業の実績や米山奨学
生の受け入れに積極的に取り組んできたこともあり、
財団・米山への理解も深まってきていると思います。
会費の一部を財団・米山の寄付に充てる 3 年間の措置
も今年で最後です。来年度以降をどうするのか理事会
にて検討することになると思いますが、本日は財団寄
付をしたくてたまらなくなる礒﨑君の卓話を期待して
おります。

・9/26
・10/3
・10/10
・10/14
・10/24

[第 2564 回]卓話
[第 2565 回]卓話（米山奨学生）
[第 2566 回]卓話
地区大会/道灌まつり
[第 2568 回]卓話

幹事報告
★ガバナー事務より
社会奉仕・国際奉仕セミナー開催のご案内が配信されておりす。
日 時 2018 年 11 月 10 日（土）13：00～16：00
内 容 第１部
13：00～ 社会・国際奉仕事例発表
第２部
14：00～ グループ討論・発表
場 所 JR 辻堂駅北口 アイクロス湘南 ６F「E 会議室」※別紙
の地図を参照下さい。
登 録 9 月 26 日（水）まで
★伊勢原中央ロータリークラブより
第 51 回伊勢原観光道灌まつり協賛
薬物乱用防止キャンペーン＆ポリオ撲滅キャンペーンのご案内が
届いております。
日 時 平成 30 年 10 月 14 日（日） 9：30～13：30
会 場 横浜銀行伊勢原支店駐車場
例 会 場 料亭「こみや」12：00 点鐘
合同例会出席者報告締切：10/1(月)
★米山奨学会より
ハイライトよねやま 222 号が配信されております。
★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
10 月９日(火)
→ 10 月 14 日(日)地区大会に振替
10 月 30 日(火) → 休会
秦野名水 RC
10 月 18 日(木) → 移動例会 第二東名秦野高取山トンネル
掘削工事見学 ハレノヒ保育園 点鐘：12 時 30 分
10 月 25 日(木) → 10 月 14 日(日)地区大会へ振替
★伊勢原市国際交流委員会より
平成 30 年度異文化講座についてのご案内が届いております。
日時 9 月 23 日(日) 15:00～17:15
場所 伊勢原青少年センター体育館

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

目標に対する進捗率 90％・達成率 21.6％
堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／築城忠生君／𡈽屋 修君／多田政弘君
松下 孝君飯田隆三君／井戸川秀治君／内田智久君／仲西栄治君／萩原鉄也君
市川正孝君／田中 徹君／濵尾ゆかり君／天野耕一郎君／熊谷勝利君／田村貴寿君
[誕生祝い]

[誕生祝い]

[誕生祝い・結婚記念祝い]

山口

外谷

萩原

知英君

誕生日を祝って頂きありがとうご
ざいます。お陰様で 66 歳になりま
した。もうあまり嬉しくはありませ
んが、いつも子供がウイスキーでお
祝いしてくれます。

正人君

誕生日を祝って頂きありがとうご
ざいます。お陰様で 50 歳になりま
した。やっと映画が割引で見られる
歳になりました。

[結婚記念祝い]

[創立記念祝い]

礒﨑

田村

貴史君

結婚 25 年で銀婚式となります。毎
年ロータリーの記念品でちょろま
かしてきましたが、今年はそうはい
かないみたいです。何か買わされる
みたいです。私のお小遣いで買える
ものならいいのですが…

出席報告

会員数

61

庸嘉君

結婚記念日と誕生日を祝って頂き、
ありがとうございます。

貴寿君

会社の創立を祝って頂きありがと
うございます。昨日 19 月 8 日で
50 周年を迎えることができまし
た。これも先代や皆様のお陰と感
謝しております。

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（％）

66.10

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

なし

事前
萩原庸嘉君
→米山・学友・資金推進委員会

委員会報告
奉仕プロジェクト委員会／井戸川秀治統括委員長
・委員会開催のお知らせ 9 月 19 日(水) 18:00～

月あかり

野球同好会／井戸川秀治主将
・神奈川県 RC 親睦チャリティー野球大会
日時：10 月 12 日（金）
場所：伊勢原球場・多摩川球場
開会式：8：00～ 於 伊勢原球場
(MAKE UP 扱い)
ゴルフ同好会／貝原 剛規幹事
・本日例会後、ゴルフ同好会総会開催

卓

話

ロータリー財団委員長

礒﨑

貴史

本日は、ロータリー財団の卓話とロータリー財団への寄付のご協力の機会を
頂戴し、誠にありがとうございます。本年度は、当伊勢原ロータリークラブが、
創立 50 周年を迎えるにあたり、目標額 100%を本年度の目標として掲げてい
るところでございます。長年ロータリアンとしてご活躍頂いてる皆様には、
分かりきった話ではございますが、入会 5 年未満の方を主に対象に本日は、
寄付をしたお金がどのようになっているかを中心に、卓話をさせていただきます。
VTR で説明もありますが、皆様から頂戴しました寄付は、国際ロータリーで 3 年間運用されております。その運用益をも
とに 50%は国際貢献に、50%は地域貢献に使われます。国際貢献の使用目的には、貧困対策、水と衛生、母子の健康、ポ
リオ撲滅など世界各地で起こっている紛争の原因にも深く関わり、財団の寄付を礎に対策が講じられているところです。
一方の地域貢献は、ご存知の通り、当クラブでは芝桜や少年野球の運営費を申請、ここからいただいて使っているところで
ございます。このことから、寄付を財源にするのであれば、財団への寄付は義務にも近いものとの考え方もあります。直近
3 年間は、クラブから 50%にあたる 100 ドルを補填しております。本年も残りの 100 ドル（9 月レート 11,200 円）を皆
さんにお願いいたします。寄付目標を達成したクラブは表彰されます。来年 5 月には、創立 50 周年の記念式典がございま
すので、その時までにクラブ目標を達成し、発表できれば伊勢原クラブのいっそうの意気高揚につながるものと確信してい
ます。例年ですと 11 月のロータリー財団強化月間に、このような話をさせていただいているのですが、本年は IM が 11 月
に開催される関係上、早めの寄付をお願いしております。寄付の方法としましては、例会に現金でご持参いただく方法が一
番簡単です。他にも伊勢原クラブへの振り込みも可能ですので、口座等お問い合わせください。
前回の例会までに、堂前さん、飯田さん、荒巻さん、濱尾さん、井戸川さん、松下さん、西部さん、外谷さん、熊谷さん、
礒﨑の計 10 名の方から 100 ドル以上のご寄付を頂戴しております。達成者数としては、まだ 6 分の 1 でございます。今
後の例会では、月一回をめどにご寄付を頂戴した方のお名前と達成率について報告して参ります。甚だ恐縮ですが、ロータ
リー財団への寄付のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願いいたします。

