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2018-2019 年度 第 2571 回例会
平成 30 年 11 ⽉ 14 ⽇（⽔）晴れ
会⻑あいさつ

2018-2019 年度/堂前

慶之会⻑

今週末はふれあい授業、I.M と事業が続きます。皆様のご協
⼒をよろしくお願いいたします。先週、セゾオンの佐藤さん
の⼊会推薦状を回覧いたしましたが、7 ⽇が経過いたしまし
た。異議申し⽴てはありませんでしたので、⼊会の運びとな
ります。さて、今回の I.M は松下ガバナー補佐の指導の下
「インスピレーションになろう」を主題にして、奉仕活動や
企業活動の中で影響を受けた活動、⼈物、⾔葉などをグルー
プ討議で聞きながら、明⽇の活動に活かすヒントを得ること

点鐘

堂前

慶之会⻑

ロータリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト ⽥中徹会員

司会進⾏

築城

お客様

産業能率⼤学 鈴⽊⾵薫様

忠⽣副会⻑

今後の予定
・11/16
・11/17
・11/18
・11/21
・11/28
・12/4

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
会員増強事例セミナー

幹事報告

に主眼をおいています。私もテーブルリーダーとして参加し
ますのでシミュレーションのつもりで私が過去に強い印象を
受けた⼈物を紹介したいと思います。1997 年 1 ⽉に発⽣し
たロシアのタンカー「ナホトカ号」の重油流出事故を覚えて
いらっしゃいますか︖隠岐島沖で流出した重油は福井県を中
⼼とした海岸の岩場に漂着し、⾃然に壊滅的な損害を与えて
元に戻るまで数⼗年かかるだろうといわれました。機械での
回収ができず全国各地から駆けつけたボランティアによる⼈
⼒で重油を回収すると⽅法が取られたのですが、この時、ボ
ランティアのコーディネーターとして活躍された⻑⾕川啓治
さんという⽅が私にとってのインスピレーションです。当時
は、阪神淡路⼤震災からまだ間もなく、押し寄せる物資や⼈
をどうさばくのかノウハウが定着していなかった時だったと
思います。当時 JC 理事⻑だった⻑⾕川さんは⾃分の故郷のた
め、⼦どもたちのためという強い思いでコーディネーターの
役をかってでて取り組まれたといいます。度々重い決断を迫
られる場⾯があったそうですが、それには責任も伴います。
その決意と覚悟にとても感動したのを今でもよく覚えていま
す。グループ討議に参加される⽅は是⾮⾃由闊達な議論をお
願いいたします。有意義な I.M となるよう皆様のご協⼒を重
ねてお願いいたします。

★ガバナー事務より
・国際ロータリー第 2780 地区ローターアクト第 30 回地区年次⼤会
のご案内が配信されております。
⽇時
12 ⽉ 2 ⽇(⽇) 受付 11:30〜 式典 12:00〜
場所
学校法⼈三浦学苑 三浦学苑⾼等学校
登録料 ロータリアン ︓6,000 円
ローターアクト︓4,000 円
ビジター
︓1,000 円
登録締切 11/17(⼟)迄
★例会変更のお知らせ
秦野名⽔ RC
12 ⽉ 20 ⽇(⽊) → 夜間例会（家族親睦クリスマス）
点鐘︓１８時
於︓秦野商⼯会議所４階
12 ⽉ 27 ⽇(⽊) → 休会
★伊勢原観光道灌まつり実⾏委員会より
道灌まつりのおれいと調査⼠票が届いております。
締切 11/16(⾦)

⽥村 貴寿/スマイル委員会委員⻑

スマイル報告

堂前慶之君／外⾕正⼈君／築城忠⽣君／𡈽屋 修君／松下 孝君／井⼾川秀治君
⼩⼭博正君／⼾⽥裕⼠君／⼤澤守⾨君／⽥村貴寿君
[配偶者誕⽣記念祝い]

[配偶者誕⽣記念祝い]

[配偶者誕⽣記念祝い]

⽥中 徹君

秋⼭ 哲也君
妻の誕⽣⽇を祝っていただきま
してありがとうございます。
感謝の気持ちを忘れずにいたい
と思います。

村⼭ 恵⼦君
主⼈の誕⽣⽇を祝っていただき
ありがとうございます。喧嘩も
なく⻑―く続いております。

妻の誕⽣⽇を祝っていただきあ
りがとうございます。この 25 ⽇
に還暦を迎えます。
今年も⼆⼈で仲良く暮らしてい
ければと思います。

出席報告
会員数

[結婚記念祝い]

[創⽴記念祝い]

仙波 史⽣君
結婚記念を祝っていただきあり
がとうございます。結婚して 3 年
が経ちました。
これからも仲良くしていきたい
と思います。

⽥中 徹君
創⽴記念を祝っていただき、あり
がとうございます。丸 3 年が経
ち、4 年⽬を迎えました。
1 年でも⻑く続けられるよう頑張
っていきたいと思います。

浜尾ゆかり/出席・プログラム委員⻑
出席計算に⽤いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率

MAKE UP

（％）

60

58

38

65.51

なし

事前
飯⽥隆三君→伊勢原平成RC
⼩⼭博正君→クラブ管理運営委員会
東
学君→藤沢南RC
仲⻄栄治君→
クラブ研修リーダーセミナー
𡈽屋 修君→
クラブ研修リーダーセミナー
⻘少年交換委員会選考試験⼀⽇⽬

社会・国際セミナー

松下孝君・築城君・仙波君・天野君・熊⾕君

お客様あいさつ
★産業能率⼤学 鈴⽊⾵薫さまより
本⽇はお忙しい中お時間をいただき有難うございます。伊勢原ちょい呑みフェスティバルも今年で
第７回になりました。正直ちょっと苦戦している部分がありまして、皆様のお⼒をお借りしたいと
思っております。本⽇前売りチケットもご⽤意しておりますので、宜しければお声かけください。
◾内容
場所︓伊勢原駅周辺の加盟店 34 件（店の前にのぼりが⽴っています）
1 枚のチケットが 3 枚綴りになっていて 3 軒のお店に⾏けます。
チケット 1 枚につき、お通しとドリンク 1 杯です。
開催⽇ 11/20（⽕）、21（⽔）
チケット販売時間︓11/20 16︓30〜21︓00
11/21 17︓00〜22︓00
1 枚 2,400 円です。学⽣が考えたコースもありますので、ご参加を
お待ちしております。
★⼤澤会員よりフォロー
ちょい呑みフェスティバルは学⽣だけで運営しています。毎年引継ぎ
されずに⼿探りでやっている現状があり、学⽣さんは⼤変な思いを
しながらやってますので皆さんご存知のお店も多いと思いますので、
この機会に是⾮お誘い合わせの上ご参加いただければと思います。

クラブ協議会

IM 実⾏副委員⻑ ⽥中 徹
IMスケジュール

会員

集合時間︓役員・運営スタッフ 11︓00
役員以外 12︓00
集合場所︓シティプラザ
集合後、お弁当を⾷べていただきます。
運営スタッフ︓各実⾏委員会委員⻑、副委員⻑
昼⾷後、設営に⼊ります。
1︓30登録開始
総務受付︓来賓14名の受付・記念品のお渡し・ご案内
研修委員会受付︓⼀般受付
14︓00点鐘
分科会
15︓00〜17︓10グループ討議
受付で渡された名札に書いてある場所に集合
17︓10〜17︓40閉会式
次年度役員紹介等
ガバナー補佐点鐘
諸事お知らせ
17︓50〜19︓00懇親会
名札に書いてあるテーブルについてください。

