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今後の予定
2018-2019 年度／堂前

慶之会⻑

明⽇ 2/7 は 50 周年記念事業のダンス参加チームとの最
終会議が開催されます。着々と進⾏していますが、当⽇は
皆様のご協⼒が不可⽋です。どうぞよろしくお願いいた
します。本年度の理事会で台湾⾼雄東南 RC との友好関
係について更新をしないとの決議を⾏いました。先⽅に
は書⾯にて通知していたのですが、返答をご紹介いたし
ます。
（原⽂直訳）
「送っていただいた⼿紙について社⻑は例会
の際に全社員に通達しております。貴社との⻑年の⽂化
交流に感謝しております。⾼雄東南ロータリークラブ」
昨年 11 ⽉の連休に息⼦が⾥帰りした際にクイーンの曲
を⼝遊んでいました。なんで︖と思い聞いたところ、映画
「ボヘミアン・ラプソディ」を⾒に⾏ってファンになった
とのこと。映画も良かったというので私も⾒に⾏こうと
思ったら、息⼦も⼀緒に⾏くと。昨⽇、ある懇親会で隣に
いた 28 才の⼥性がやはりボヘミアン・ラプソディを⾒て
感動したというのです。世代を超えてヒットしている理
由が私には今⼀つ分からないのですが、この映画は興⾏
収⼊ 100 億円を超えて平成 30 年公開映画 No1 ヒットと
なりました。通常、映画は公開されると 1〜2 週⽬でピー
クを迎えて動員数は減っていくそうなのですが、この映
画は右肩上がりに動員数が増えていったという異例のヒ
ットとなりました。原因の⼀つはリピーターの多いこと。
応援上映という、⼀緒に歌ったり拍⼿をしたりという上
映会もあるそうです。息⼦も既に 3 回⽬を⾒に⾏ったら
しいです。私も昔からクイーンのファンですので、もう⼀
度⾒に⾏ったら涙しそうです。お時間のある⽅は是⾮劇
場でご覧ください。いい映画です。
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[第 2584 回]卓話
⽶⼭奨学⽣修了式・歓送会
[第 2585 回]卓話
[第 2586 回]卓話

幹事報告
★伊勢原芸術花⽕⼤会実⾏委員会より協賛のお願いが届いて
おります。
第 8 回伊勢原芸術花⽕⼤会
⽇時︓2019 年 5 ⽉ 25 ⽇(⼟) ⾬天の場合は翌⽇に順延
会場︓伊勢原運動公園⾃由広場
★例会変更のお知らせ
伊勢原平成 RC
2/16（⽕）スポーツ親睦会
→2/24(⽇)国際交流会員韓国済州島スポーツ親睦会
場所︓伊勢原市⽴成瀬中学校体育館 10 時〜
先⽇お知らせがあったソロプチミスト主催の⾳楽会のチケット
がまだありますので、⾏かれる⽅は貰って⾏ってください。

奨学⾦贈呈

⽶⼭奨学⽣／ズオン・クイン・ガーさん

皆さんこんにちは。先週の⽔曜⽇に⼝頭発表を無事に終えることができました。
⼀昨⽇はベトナムのお正⽉なので、昨⽇⽇本⼈の友達と横浜の中華街に⾏って、
お正⽉を迎えてきました。とても楽しかったです。⽇本に居る残りの時間は旅⾏に
⾏ってリラックスしたいと思います。

スマイル報告

濵尾ゆかり／スマイル委員会副委員⻑
[会員誕⽣祝い]

[会員誕⽣祝い]

堂前

井⼾川

慶之君

秀治君

誕⽣のお祝いありがとうございます。12
⽇で 57 才になります。あと 15 年は現役
で頑張りますので宜しくお願いします。

誕⽣⽇を祝って頂きありがとうござ
います。10 ⽇で 53 才になります。

[創⽴記念祝い]

市川

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／
萩原鉄也君／天野耕⼀郎君／
⽥村貴寿君

[⼊会記念祝い]

[⼊会記念祝い]

正孝君

⼤澤

ゆかり君

⼊会記念を祝って頂きありがとうござい
ます。丸 3 年になります。ガーちゃんい
らっしゃい。同期 3 ⼈頑張ります。
これからも宜しくお願いします。

⼊会 3 年⽬となりました。⽥
村さんと濱尾さんと同期 3 ⼈
でこれからも頑張ります。

創⽴記念を祝って頂きありがとう
ございます。お陰様で 13 年にな
りました。

委員会報告

濱尾

守⾨君

飯⽥隆三／ダンスフェスティバル実⾏委員会委員⻑

50 周年⻘少年育成委員会のダンス⼤会の関係での予定が⼤分詰まって参りました。
3/10 は皆さん是⾮来てください。その前に明⽇役員の⼈たちと参加者の⼈たちとの
事前説明会を 6 時から⾏います。それぞれ責任者は必ず参加してください。
天野さん、⼤澤さん、⼾⽥さん、⽥村さん、濱尾さん、熊⾕さん、東井さん、村上さん、
村⼭さん、増⽥さん、礒﨑さんは是⾮出席をお願いします。
会終了後に有志で懇親会を⾏います。パンフレットも出来上がっています。事業所に置いて
頂けるところはぜひ置いて頂いて PR をお願いします。タウンニュースでもお知らせしてい
ます。50 周年の記念事業の⼀つとして成功裡に終わらせたいと思っていますので、皆さん
ご協⼒お願いします。

濵尾ゆかり／出席・プログラム委員⻑

出席報告
会員数

61

出席計算に⽤いた数

59

出席者数

36

出席率（％）

60.01

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

なし

事前
萩原庸嘉君→新⽶⼭奨学⽣⾯接試験
松下孝君→ガバナー補佐連絡会
⼟屋修君→⻘少年交換委員会
オリエンテーション

卓

話

⼭⽥

昌紀

伊勢原市市議会議員

①市議会議員の職務とは
（１）公共の決定者・・・予算、決算、条例などの議決権
（２）権⼒の監視者・・・市職員６５０⼈に対峙
（３）政策の⽴案者・・・議員⾃ら条例を策定することが出来る
（これまでに 1 度もない）
（４）⺠意の集約者・・・市⺠の意⾒を市政に反映させる
しかしながら 市議会議員には“予算の執⾏権はない︕”
②何故、伊勢原の財政がずっと厳しいのか︖
平成 30 年度伊勢原市の予算
⼀般会計 320 億 4700 万円（29 年度対⽐ 5 億 1400 万円増）
市税
170 億 9100 万円（
〃
約 4 億 6000 万円増）
市債（借⾦）15 億 9300 万円
市債平成 30 年度末現在⾼
233 億 2889 万 8000 円
1 ⼈当たり 23 万 2087 円の借⾦
市税は 10 年前と⽐べると 5 億 9000 万円の増
しかし扶助費（福祉・教育関係経費）は、平成 20 年と 29 年を⽐較すると 2 倍に増
（40 億 4000 万→80 億 8000 万円）
・・・伊勢原の⾼齢化率⇒約２５％
平成 30 年度は更に約 7 億 5000 万円増の 88 億 3100 万円
③いせはらを起動するためには何が必要か︖
5 年 10 年 20 年後の伊勢原をどうしたいのか︖どうしたら市⺠が幸せになるのかを考え、
⾏政に提⾔・提案、そして執⾏部をその気にさせること︕
⇒ “政策の種をまくことが⼀番⼤事”
市議会議員として８年間で 200 本以上の政策提案を⾏ってきました。
これからも、伊勢原市のために努⼒してまいります。
ご静聴ありがとうございました。

