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会長エレクト
ズオン・クイン・ガーさん

今後の予定
2018-2019 年度／堂前 慶之会長
急に寒くなり冬らしくなってきました。体調を崩され
ている方も多いようです。皆様お身体には十分お気を
付けください。米山奨学生ンガーさんも先週は風邪を
引いて体調を崩していたとのこと。もう大丈夫です
か？ さて、本日は本年度 2 人目の新会員となります
（株）セゾオン 代表取締役社長 佐藤美成様の入会式
です。後ほど執り行わせていただきますのでよろしく
お願いいたします。今年も残すところあと僅かです。
例会も来週のクリスマス例会が最終となります。皆様
と楽しい一時を過ごしたいと思います。

・12/19
・12/26
・1/2
・1/9
・1/16

[第 2576 回]クリスマス例会
[第 2577 回]特別休会
[第 2578 回]特別休会
[第 2579 回]特別休会（3RC 合同例会）
[第 2580 回]卓話（会長新年抱負）

幹事報告
〇 ガバナー事務より
・RI 第 2780 地区 2021-2022 年度地区ガバナー・ノミニー候補者
告知の件が届いております。
田島透君 ふじさわ湘南 RC
RI 細則第 14 条に基づき対抗候補者があります場合は、12 月 18 日（火）
正午までにクラブ例会で採択された決議をガバナー宛提出して下さい。
・2019-20 年度実施プロジェクト向け「第 2 回地区補助金説明会」の
ご案内が配信されております。
日時：2019 年 1 月 26 日（土）13：00〜15：00
場所：藤沢駅南口 第一相澤ビル 3 階「会議室」 締切：1/18（金）
・新会員の集い締切日変更のご案内が配信されております。
日時：2019 年 3 月 22 日（金）午後 4 時から
3 月 23 日（土）正午まで 受付開始：午後 3 時〜4 時
場所：ローズホテル横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町 77
登録料：1500 円
対象者：入会 4 年未満の新会員/クラブ会長も歓迎です
締切日：当初 1 月末を第 1 次締め切りとしておりましたが、人数把握の
ため 12 月末で一旦締め切りとさせて頂きます。
〇 伊勢原中央 RC より
3RC 合同薬物乱用防止キャンペーン収支報告書が届いております。
〇 例会変更のお知らせ
・秦野中 RC 1 月 4 日（金）→休会
1 月 25 日（金）→1 月 24 日（(木)
秦野 3 クラブ合同新年会（夜間例会）に振替
点鐘 18 時 於：秦野商工会議所 1 階
・秦野名水 RC 1 月 3 日(木)→休会
1 月 24 日(木)→秦野 3 クラブ合同新年会（夜間例会）
点鐘 18 時 於：秦野商工会議所 1 階
〇 伊勢原市役所企画部秘書課より
平成 31 年「新春市民の集い」のご案内が届いております。
日時：1 月 6 日(日)11：30〜
場所：市総合運動公園 体育館

入会者挨拶

株式会社セゾオン

代表取締役

佐藤 美成様

皆さんこんにちは。私は 1955 年（昭和 30 年）に北海道阿寒郡阿寒町で生まれ、祖父は
日本で初めて丹頂鶴に餌付けをした人物です。幼少の頃に父の仕事の関係で神奈川県鎌倉市に
引っ越して参りました。東海大学を 1977 年に卒業、東海教育産業に就職しました。現在は
東海教育産業の取締役と（株）セゾオンの代表取締役を兼務しております。（株）セゾオンは
昨年創立 40 周年を迎えることができました。東海教育産業グループの一つで、関連会社は
９社あります。主な業務は 1.東海教育産業：教育機器の販売、医療用医薬品の販売
2.（株）望星薬局：院外処方箋薬局、産能総合 3.（株）
：ビルメンテナンス、建築業、病院委託業 4.望星サイエンス（株）
：
医療用機器の販売 5.（株）中央堂薬品：保険調剤薬品の販売 6.関連会社 HB＆C：介護支援サービス 7.（株）ソフト開
発：ソフトの開発 8.石狩スポーツ企画（株）：北海道の石狩平原カントリークラブを運営 9.（株）セゾオンとなりまし
て、これらを運営しております。
（株）セゾオンの主な業務としましては、飲食部門と売店部門の２種類があり、飲食部門で
は、東海大学病院に全国でも珍しい和食専門レストラン「春」を運営しております。公募型プロポーザルで伊勢原市役所レ
ストランに「お食事処しいの木」、その他 2016 年度 4 月よりセゾオンキッチンという名で、東海大学付属本田記念幼稚園
や市内の幼稚園の給食提供、市内近郊の企業に宅配弁当のサービスを開始しました。売店部門では、ファミリーマートを東
海大学付属病院ならびに伊勢原キャンパス、付属八王子病院の計３店舗を運営、順調に売り上げを伸ばしています。弊社は
これから 10 年、20 年とこれまで以上にチャレンジ精神が必要で、誠意と顧客第一主義を貫きながら新しい時代を切り開い
ていく所存です。今後多くの企業様と交流を増やして地域に積極的に貢献できるよう頑張っていく所存です。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

お客様挨拶

米山奨学生／ズオン・クイン・ガーさん

皆さんこんにちは。先週は風邪をひいて倒れて、２日間入院しました。それから後輩が
お粥を作ってくれてそれをずっと食べていました。そしたら４キロ痩せました。
国際交流会で伝統的な服を着る予定だったので、ダイエットを頑張っていましたが、
1 キロしか痩せなかったのに、先週急に４キロも痩せたのでびっくりしました。
論文はもうそろそろ終わります。日本語教育の論集に載せるのと学会で発表する
ことを目指しています。これから寒くなるので私にとっては大変な時期になりますが、
健康に気をつけて頑張ります。

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／松下孝君／飯田隆三君／渡辺健樹君／
田中徹君／萩原鉄也君／濱尾ゆかり君／土屋修君／多田政弘君／井戸川秀治君／内田智久君／
戸田裕士君／磯崎貴史君／天野耕一郎君／田村貴寿君
多田政弘君／市川正孝君／萩原鉄也君／萩原庸嘉君
服部幸詞君／山田昌紀君／秋山哲也君
[配偶者誕生祝い] 誕生日を祝って頂き
[会員誕生祝い]
[会員誕生祝い]
天野耕一郎君／田村貴寿君
ありがとうございま
0
誕生日を祝って頂き
ありがとうございま
す。先輩を見習って
精進します。

大澤 守門君

熊谷 勝利君

[配偶者誕生祝い] カミさんの誕生日を

山田 昌紀君

誕生日を祝って頂き
ありがとうございま
す。

祝って頂きありがと
うございます。カミ
さんに支えられて今
の私があります。感
謝の一言です。年は
言えませんが、とう
とう大台です。

東井 重和君

[創業記念祝い]

[結婚記念祝い]
結婚記念日（本日）
を祝って頂きありが
とうございます。

村山 恵子君

遠山 久恵君

す。先日少し体調を
崩しましたが、妻に
色々と助けてもらい
ました。家族の大切
さを再確認いたしま
した。

創立記念を祝って頂
きありがとうござい
ます。横浜銀行の伊
勢原支店は創立 77
年になります。真面
目にコツコツ頑張っ
て行きたいと思いま
す。

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席報告

会員数

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

（％）

61

58

37

63.79

なし

事前
東学君→ガバナー補佐拡大委員長会議
萩原庸嘉君→米山奨学学友資金推進

クラブ年次総会

堂前 慶之 会長
◾︎エレクト・ノミニー・その他の会長説明
東井年度（次年度）の役員・理事の承認
10/10 例会終了後、指名委員会を開会し、副会長を指名しました。
その後、東井会長エレクトと共に次年度の理事について諮問頂き、その結果を
発表します。
東井エレクト→次年度会長
東井年度の次の会長を会長ノミニーと言います。ノミニーは築城忠生さん
東井年度副会長 田中徹さん
幹事 土屋修さん
会計 萩原庸嘉さん
理事 井戸川秀治さん、小泉隆一郎さん、松下孝さん
東井次年度会長挨拶
理事３人を私が選びました。その際にはみなさんにご相談しながら決めさせて頂きました。楽しい会を心掛け
て行きたいと思っております。来年度一年宜しくお願いします。
築城会長ノミニー挨拶
会長ノミニーにご指名頂きました築城です。どうぞ宜しくお願いします。今、会長からお話がありましたが、
7/1 からは会長エレクトということで、東井会長を全面的に支えて行きたいと思っています。東井会長が楽し
いロータリーにして行きたいと言うことで、それは私も日頃から思っていることですので、会長を支えて頑張
って行きたいと思っています。

東井 重和／会員委員会統括委員長
担当委員会・・・会員増強、広報、スマイル、ロータリー財団、米山奨学
1. 会員増強：２名及び名誉会員 1 名 頑張れば目標クリアできると思います。
2. 広報：50 周年に向けてロゴを作成中
3. スマイル委員会 半期報告
目標金額 2,000,000 円
現在の金額 805,000 円
進捗率 40％ 予算達成率 78％
スマイルチケット販売数 76 部
チケットの有効期限：今年度内
4. ロータリー財団協力実績
12/11 現在 協力者数 32 名 協力総額$7,500 達成率 61.4％
5. 米山奨学協力実績
12/11 現在 普通寄付 150,000 円 特別寄付 390,000 円 達成率 44.3％
目標達成に向けて頑張りましょう。

築城 忠生／クラブ管理運営委員会統括委員長

担当委員会・・・出席・プログラム委員会、クラブ会報委員会、親睦委員会
1. 出席・プログラム委員会
現状：・濱尾委員長が出席案内をしている。・秋山副委員長が出席率の発表
・出席率目標 80％ 現状 71.86％で 8 ポイントのマイナス
課題：例会プログラムの魅力作り、楽しい例会作りの検討、出席管理の検討
2. クラブ会報委員会
現状：大澤委員長の協力でスムーズな会報の制作・配布ができている。
レイアウト、内容などを改善して見やすくなっています。
課題：スムーズな作成を行うために、原稿提出などを検討中
3. 親睦委員会
現状：・8 月に納涼例会を箱根アルベルコバンブーで開催。46 名の参加 ほぼ計画通り
⇨バスの移動など終始和やかで会員の親睦が図れた
・来週のクリスマス例会はアマンダヒルズで開催。ご家族共に総勢 70 名の参加予定。
⇨演奏家の奏でる音楽の中、ロータリーらしい上品なクリスマス会になると思います。
天野副委員長が全面的に尽力してくれています。
課題：・企画運営、作業分担など委員会運営に課題が残る
・5 月開催の親睦旅行に向けて万全を尽くします。

井戸川 秀治／奉仕プロジェクト委員会委員長

担当委員会・・・職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、友好クラブ
1. 職業奉仕 ：11/16 伊勢原中学校ふれあい授業、来春に向けて芝桜の手入れ・
植樹を行う。
2. 社会奉仕 ：11/16 ふれあい授業にて、外部講師としてタウンニュース、
消防署、小田急電鉄様にお願いしました。
学校からは介護士、栄養士等を依頼されました。
1 月 2 月には芝桜のメンテナンスを行い、春の開花に向けて関係先と協力して進めて行きます。
3. 国際奉仕 ：昨年の台湾での野球大会、ダンスフェスティバルを経て今までの国際奉仕活動を総括するとともに、
これからの国際奉仕活動を探ることを目標としています。
11/10 に実施されて 2780 地区の国際奉仕セミナーに参加し、鎌倉 RC の日本国内にいる外国人に
対する支援活動というテーマが興味深かったので、具体的な活動に落とし込む検討をします。
4. 青少年奉仕：クラブ 50 周年記念事業としての取り組みは、昨年度の台湾交流より青少年奉仕事業へ様変わりしま
した。まずは、今回の参加者の事業の有益性を実感して頂くために、大会組織図を提出しました。
参加団体との打合せも済み、当日会場を満員にするよう努力します。

