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今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
理事会において（株）セゾオン 代表取締役 佐藤美成氏の入
会推薦状が提出され、資格確認を行い承認いたしました。本
日、入会推薦状を回覧いたします。異議申し立ては 7 日以内
にお願いいたします。また、既に入会を承認された間壁みみ
さんの入会式もスポンサーの天野さんが調整中です。引き続
き会員増強にご協力ください。本日はバリー・ラシン RI 会
長からロータリーリーダーに配信されているメールを紹介
いたします。
「11 月は「ロータリー財団月間」です。先日の「世界ポリオ
デー」では大成功をおさめることができました。皆さまのご
協力とご支援に心から感謝いたします。これからもロータリ
ーのポリオ撲滅活動は続きます。識字率向上、経済発展、健
康の促進、安全な水の提供、世界平和の活動など、あらゆる
活動がロータリー財団を通じて実現しています。設立 101 年
目を迎えた今、財団はロータリーのエンジンとなり、クラブ
や地区による大規模かつ持続可能なプロジェクトを支えて
います。私たちはよく、ロータリー財団を「私たちの財団」
と呼んでいます。ほとんどの慈善事業とは異なり、ロータリ
ー財団は、真の意味で私たちの財団なのです。なぜなら、ロ
ータリー財団はロータリーファミリーとその活動によって
支えられているからです。今年度、財団は既に 222 件の地区
補助金（総額 3,190 万ドルと、41 件のグローバル補助金（総
額 1,190 万ドル）を承認しました。恒久基金と年次寄付をさ
らに成長させ、効果的で持続可能な未来を築いていくことが
私たちの目標です。これによってロータリーは、世代を超え
て「インスピレーションになる」ことができるでしょう。感
謝をこめて」
米山、財団ともに本年度は 100％達成を目指しています。皆
様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
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[第 2571 回]クラブ協議会（IM 準備）
ふれあい授業 伊勢原中学校 13：00〜
第 7 グループ IM（伊勢原 RC 主催）
米山学友国際交流会 二宮学習センター 12：30〜
振替休会（第 7 グループ IM）
[第 2573 回]名誉会員認証式・卓話

幹事報告
★ガバナー事務より
・11 月 10 日(土) 社会・国際奉仕セミナーに参加される方に
資料が届いております。
お知らせはいたしましたが、ご確認ください。
・財団室 NEWS 11 月号が配信されております。
★東日観光株式会社より
2019 年国際ロータリー
年次大会(ハンブルグ大会)
参加旅行募集案内が届いて
おります。
★新会員候補者推薦状を
回覧いたします

秋山哲也/出席・プログラム副委員長

出席報告
会員数

出席計算に用いた数

60

59

スマイル報告

出席者数

41

田村

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

67.24

なし

MAKE UP
事前
松下 孝君→福岡 RC/秦野 RC
ガバナー補佐連絡会議
𡈽屋 修君→第1 回補助金説明会

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／𡈽屋 修君／松下孝君／井戸川秀治君／内田智久君／
萩原鉄也君／市川正孝君／戸田裕士君／山田昌紀君／天野耕一郎君／田村貴寿君
[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

渡辺 健樹君
結婚記念を祝っていた
だきありがとうござい
ます。1994 年、29 年
です。

村上 一秋君
今年で 33 年です。妻
は元気に週 3 回ヨガ
通いです。

旗川 英明君
入会を祝っていただき
ありがとうございます。
来週末 11 月 17・18 日
と農業まつりを開催い
たします。皆さんご来場
お待ちしております。

萩原 鉄也君
入会を祝っていただき
ありがとうございま
す。おかげ様で丸 6
年になりました。

𡈽屋 修君
入会を祝っていただき
ありがとうございま
す。おかげ様で丸 4 年
になりました。

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
11 月 16 日 13 時から伊勢原中学校にてふれあい授業を行いますので、時間がある方は是非出席して下さい。
当クラブからも何人か講師で出ていただきます。
IM 実行委員会／萩原庸嘉委員長
あと 10 日で IM です。来週の例会で最終チェックをする予定です。
委員長、副委員長は当日 10 時くらいにシティプラザに来ていただいて、一般の方は、遅くても 12 時までに来て下さい。
これからの１週間で各担当委員の委員長から色々と連絡が行き、細かいチェックがあるかと思いますので、ご協力を
お願いします。IM の成功こそ伊勢原 RC の力だと思います。宜しくお願いします。

お客様挨拶

米山奨学生

ズオン・クイン・ガーさん

皆さん、お久しぶりです。来週、国際交流会があります。そこで伝統的な服アオザイを着るつもり
ですが、今ちょっと太っているので残念です。ダイエットをしています。今回のベトナムブースは
揚げ春巻きを作るつもりです。ぜひ食べてみて下さい。最近寒くなってきて大変です。暑い国から
来たので、寒さは我慢できないです。今は 19 度くらいですが、家では暖房をつけています。
明日は中間発表の日です。もうすぐ卒業になるかも知れません。
頑張っています。来年の３月に卒業して、帰国して外国語大学で
働くつもりです。３月の初旬からダナン外国語大学の日本語学科で働きます。日本に来て
から丁度２年になります。色んなことを勉強して、皆さんにお世話になりました。有難う
ございました。

歴代会長ミニ卓話
1970-71 年度会長/濱田勝彌パストガバナー
こんにちは。今日は卓話の当番が大勢いるので、申し上げることは一言にします。私の出身は
静岡県の伊豆半島の西側の海辺です。景色がすごく良いところです。収入は何もないです。
みかんを作るか炭焼きをするかという所で、私の父は明治 11 年に生まれました。が仕事の
都合で沼津に行きました。そこで私が生まれました。大正の震災を沼津で受けました。
その頃からすでに麦をついていました。精麦です。麦というと麦飯かということで粗末なも
ののように思われますが、かつての日本は米の次は麦でした。今ほど小麦が発達してなかっ
たので、ご飯の量を増やすためには麦を混ぜるということが出発点でした。父は日露戦争に
行きました。戦争から帰った当時は非常に貧しかったそうです。村人の多くはカナダへ出稼
ぎに行きました。伊勢原へ来たのは昭和 11 年で秦野中学校へ入りました。当時は非常に貧
しく、中学を途中で辞めて父の仕事を手伝いました。
私は子供の頃海軍士官になりたかったので、海軍兵学校を目指してまして一生懸命勉強を
していましたが、小学校を卒業し中学になると月謝が必要になり、それが大変で辞めました。
そして、兄と一生懸命働こうということで、父の仕事を手伝いました。そこで濱田精麦の
基礎ができました。徴兵が来て、兄が海軍に入り、翌年私も海軍に入りました。そこで、木更津に赴任になり、薬局勤務に
なりそこで終戦を迎えました。兄も割と早く帰国したので、二人で仕事を始めました。これが濱田精麦の元になったと思い
ます。
ロータリーに入るきっかけは坂藤さんに声をかけて頂いたことです。それからもうロータリー歴 50 年になります。大して
役に立たないかもしれませんが、なるべく休まないようにして、一緒に歓談をし、ご飯を食べましょうというつもりで毎回
きています。皆さんも休まずに来てください。そして伊勢原 RC を良いクラブにして行きましょう。

1982-83 年度会長/佐伯崇興会員

こんにちは。私はロータリーの奉仕と布施の話をしたいと思います。この二つは同じよう
なものだと思っています。お坊さんに渡すお布施、これも布施の一つですが、本来は分か
ち合うという意味です。そして３つ種類があります。一つは財施（金品を施すということ）、
二つ目は法施（教えを施すこと）、三つ目は無畏施（安心安全を施す）、この３つが布施です。
この布施は三輪清浄でなくてはいけません。これは、与えたら与えっぱなし、見返りを求め
てはいけません、貰ったら貰いっ放し、お返しを考えてはいけません、受け渡しされるもの
は盗んだものなどではいけません、と言うことです。しかし、なかなかそうは考えられません。
よく「あんなに親切にしてあげたのに、あの人は知らん顔してる」と言うようなことを聞き
ます。これは持ちつ持たれつの関係にこだわっているからそう言う考えになるのです。
そうなると親切はそれで終わってしまいます。
そこで私の持論ですが、こだわるならこだわっても良い、親切をしてあげるからそう言う
ことになるのであって、親切をさせてもらえばそう言うことにはならないと思います。
させて頂くのだから、今度はお返しをしなくてはなりません。それは親切をさせて頂いて
ありがとうと言う感謝です。ロータリーの奉仕もさせてもらうと思えば、心も軽く、明るく、広く、永遠にそれが続くんじゃ
ないかなと思います。最後に一言。
「死んでその人に残るものは、その人が集めたものではなくて、与えたものである。」これ
は本当に名言だと思います。

1983-84 年度会長/吉川昌男会員
1 年半くらい前、村上さんの年度だったと思いますが、総会の時に自分の職業の話や入会当時の話をしてお
りますので、ロータリーに入って何が良かったかと言う話をします。ロータリーに入って、非常に素晴らし
い方々と知り合うことができたのが私にとって最大のメリットです。もしロータリーに入ってなかったら、
そんな方々とも知り合ってなかったんだろうなぁと言う思いが今でもしています。ロータリーのメイクア
ップ制度、これは非常に良い制度だと思います。ホテルで開催される時は、ピアノが入っていて、歌も変化
に富んでいて、童謡や色々なロータリーの歌を歌ったりして、良いなぁと思っています。今、３曲を歌って
いますが、少しマンネリではないかと思います。時代がかった歌なので、若い方はこれで付いていけるのか
と思います。歌にも少し変化をもたせたらどうかと思います。検討お願いします。ロータリーに入ってから
飲む機会が多くなりました。私の場合は、今井さん、萩原さんのお父さん等皆さん会長を経験された方々と
の機会が多かったですが、特に今井さんが幹事をやってくださいました。夕方になると今井さんから電話が
あり、駅前の居酒屋で一杯やりながら大半がロータリーの話でした。非常に楽しかったです。皆さん酒豪で
２〜3 時間くらいそこで飲みました。私は 15 代の会長でしたが、その年丁度飯田さんが JC の理事長をや
っていて飯田さんとご一緒だったんだなぁと思い出しています。私の年度の途中から伊勢原 RC として初
めての交換留学生を預かりました。そんなこんなで、ロータリーの思い出はつきませんが、今日はこの辺
で、また次の機会にお話しします。ご静聴ありがとうございました。

1993-94 年度会長/西部康男会員
今まで歴代先輩会長のお話がありましたが、私自身も何年頃に受けたか覚えてませんが、会長
になりなんとか１年間やったんだなぁと思います。本来なら、系統立ててお話をすべきところ
ですが今日は何の資料も用意してませんでしたので、これで終わります。ありがとうございま
した。

2003-04 年度会長/遠藤郷平会員
皆さんこんにちは。35 代会長の遠藤でございます。22 年前に伊勢原 RC に入会いたしました。当時から現
在までいる会員さんは８名です。非常に寂しい限りです。入った時に一番最初にやらされたのが、親睦委員。
フォーラム 246 の会長でしたが、そこでまず襷をかけて、入ってくる会員さんの顔と名前を早く覚えろと
いわれました。当時の出席簿にはその方たちの顔と名前を覚えてハンコを押しなさいと言われ、これを 2 年
ほどやりました。そして 3 年目に顔は覚えただろうから今度は親睦委員長をやるように言われ、フォーラム
は非常に景気も良く良い場所でクリスマス会をやらせて頂きました。その時、私は初めての経験だったので、
１年間の親睦会費をそのクリスマス会でほとんど使ってしまいました。次に花見会や旅行も控えていたの
で、大変困りました。何とか工面して花見会をしましたが、その際に成田さんと今井さんが大喧嘩を始めて、
どうしようかオロオロしていると、木戸倉さんが喧嘩は放っておいて、それより先輩方の飲み物の嗜好を覚
えるよう特訓を受けました。そして次回やる時にはその嗜好で準備すると教えられました。次の年にスマイ
ル委員長をやりました。その時に内藤さんが支部大会の会長勉強会には自分は一切出ないけど、ロータリア
ンは脳がないんだからそこへ行って勉強して来いと言われたので、勉強しようと思い行ったところ、「お前
何しに来たんだ？」と言われてしまいました。そして、そこでただ座ってろと言われ、勉強してきました。
ロータリアンは脳がないと言うのはどう言うことかと後々考えたら、脳ではなく NO だと言うことが分かり
ました。ロータリアンは NO と言ってはいけなくて、全部引き受けなければならない、それが勉強になるん
だと言うことが分かりました。それからは何を言われても「はい、はい」でやってきました。それで色々な
ことをやることでとても勉強になりました。皆さんもロータリアンとしてこれから色々な経験をされると思
いますが、失敗にめげずにやって行っていただければと思います。ありがとうございました。

