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⽶⼭奨学⽣
ズオン・クイン・ガーさん

重和 会⻑エレクト

今後の予定
2018-2019 年度／堂前

慶之会⻑

⽶⼭奨学⽣ンガーさんが本⽇が最後の例会参加となりま
す。昨⽇、⽇本に戻り 3/25 送別会の翌⽇にはベトナムに
帰国するという忙しいスケジュールのようです。本国に
帰っても⽇本語教師として活躍を期待しております。さ
て、3/10 のダンスフェスティバルにご協⼒いただいた会
員の皆様、本当にお疲れ様でした。観客動員もオープニン
グの時点で 8 割⽅席が埋まっていましたから、観客の⼊
れ替わりも考えると、延べ 1500 名ほどご来場いただい
たのではないでしょうか。ダンスイベントとしては⼤成
功であったと思います。飯⽥⼤会委員⻑をはじめ、シナリ
オを担当した⼤澤会員、外部調整を⾏った外⾕幹事、東
会員など⼤変負担を掛けました。おかげさまで、次年度へ
申し送る事項もたくさんできたと思います。本年度内に
今回のダンスフェスティバルを総括してしっかりと引継
ぎたいと思います。当⽇は、私も観客としてステージを⾒
ていたしましたが、向上⾼校のチアチームが後⽅の席で
他のダンスチームの応援を楽しそうにしていたのが印象
的でした。休憩の合間に、向上⾼校の⽣徒に「他のダンス
チームを⾒て参考になることとかある︖」と聞いたとこ
ろ、
「先ほどのジャズダンスっぽいのかっこよかったので
取り⼊れてみたい」との回答がありました。少なからず他
チームのダンスも刺激になっているようです。また「冒頭
のダンスチームのチアは昨年⾒た向上⾼校チアダンスへ
のリスペクトかもね」というと、⼤変喜んでいました。
ところで、濱⽥ PG、お元気な姿を⾒ることができて何よ
りです︕腰を悪くされたということで⼼配しておりまし
た。先ほどはいつものジョークも聞かせていただきホッ
としております。50 周年事業もチャリティーゴルフコン
ペと式典が残されています。引き続き皆様のご協⼒よろ
しくお願いいたします。

・3/22-23 新会員の集い（於流︓横浜ローズホテル）
・3/27 ガバナー補佐杯（伊勢原カントリー）会員は特別休会
・4/3
[第 2591 回]卓話
・4/6-7 ⽶⼭奨学⽣オリエンテーション
・4/10 [第 2592 回]卓話

幹事報告
★ガバナー事務より
・2019-20 年度地区役員・委員会委員(正副委員⻑含む)ご就任委
嘱の件についてのお願いが届いております。
パストガバナー/地区諮問委員会 委員 濱⽥勝彌 君
地区公共イメージ委員会
濵尾ゆかり 君
地区会員増強・会員維持委員会
堂前慶之 君
国際奉仕委員会
外⾕正⼈ 君
・2019 年ロータリー国際⼤会︓投票代議員⽤の書類が、配信され
ております。
ハンブルグ（ドイツ）で開催される 2018 年ロータリー国際⼤
会におけるクラブの信任状と投票代議員カードとなります。
信任状の数は、クラブの会員数に基づいております。信任状と
投票代議員カードを印刷し、クラブの代議員にお渡し下さい。
この書状には、代議員の⽒名および 1 ⽉ 1 ⽇時点のクラブ会員
数を記し、クラブ会⻑と幹事が署名してください。
この書状が、投票代議員ブースにて信任状の代わりとして認め
られます。クラブからどなたも出席しない場合には、地区ガバ
ナーが「信任状による代理者」となることができますので、信
任状と投票代議員カードを地区ガバナーにお送りください。
・ハイライトよねやま 228 が
配信されております。

★例会変更のお知らせ
・秦野 RC より
３⽉ 26 ⽇（⽕） 移動夜間例会の予定でしたが、通常例会となりました。
４⽉２⽇（⽕）
→ ４⽉６⽇(⼟)花⾒例会＆坡州 RC 歓迎会に振替
点鐘 18︓30 【例会・調印式】秦野商⼯会議所 ４階 【花⾒の宴・歓迎会】会議所１階
Parkcafe＆Dininng ⼀の屋
ビジター費︓3,000 円
４⽉３０⽇（⽕） → 休会
・秦野名 RC より
３⽉２１⽇（⽊） → 祝⽇休会
３⽉２８⽇（⽊）夜間例会 → 通常例会
４⽉１１⽇（⽊） → クラブ研修会 次年度理事会 １６時〜
研修会（例会）１７時〜
懇親会 １８時〜
於︓やなぎ家本店
★ボーイスカウト伊勢原育成会より
2019 年度ボーイスカウト伊勢原育成会総会のご案内が届いております。
⽇時︓4 ⽉ 7 ⽇(⽇) 10:00 開式
場所︓伊勢原シティープラザ 1F ふれあいホール
★インターアクト⼀海外研修/⽶⼭学友会 交流 が届いております。

奨学⾦贈呈

ズオン・クイン・ガーさん／⽶⼭奨学⽣

今⽇は最後の例会ですので、⼀⾔申し上げます。今度の⽔曜⽇に２年半
の留学⽣活を終わりにします。嬉しいとともに懐かしい思い出もあり、
胸が⼀杯です。初めて⽇本に来た時は⽇本語が上⼿ではなく、勉強して
いた⽇本語が実際の⽇本語とは全然違いました。また、奨学⾦が無くて⽣活は⼤変で、バイトをしながら勉強していたので
いい結果が取れませんでした。その後⽶⼭奨学⽣になり、留学⽣活が変わりました。⽇本⼈のロータリアンと出会って多く
の国から来た奨学⽣と友達になり、⽇本語を使って会話が出来、⽇本語だけでなく⽇本の⽂化や習慣なども理解できたと思
います。最後に深く感謝の意を述べたいと思います。天野さん、⽉⼀回の例会に連れてきて下さったり、⽇々の悩みや進路
相談にも乗って頂き、有難うございました。堂前さん、萩原さん、伊勢原 RC の皆様⽅と楽しく活動に参加させて頂き、有
意義な奨学⽣⽣活が送れました。第⼆の家族のように思っていて、⼀⽣の思い出になります。本当に有難うございました。

スマイル報告
堂前慶之君／外⾕正⼈君／東井重和君／築城忠⽣君／𡈽屋修君／濱⽥勝彌君／荒巻哲朗君／松下孝君／
⼩泉隆⼀郎君／飯⽥隆三君／井⼾川秀治君／⼩⼭博正君／⽥中徹君／⼭⽥昌紀君／⼤澤守⾨君／
村⼭恵⼦君／天野耕⼀郎君／遠⼭久恵君／⽥村貴寿君
[会員誕⽣祝い]

[会員誕⽣祝い]

[結婚記念祝い]

⼾⽥ 裕⼠君

市川 正孝君

佐伯 崇興君

誕⽣を祝って頂きありがとうございます。
50 才︕︕となりました。どんなことが
あるか益々楽しみです︕︕

誕⽣祝い、ありがとうございます。
明⽇ 61 才になります。

結婚をお祝いいただき、ありがとう
ございます。60 年⽬を迎えました。
ますます仲良しです︕

[結婚記念祝い]

[創⽴記念祝い]

[⼊会記念祝い]

天野 耕⼀郎君
君
結婚記念⽇をお祝いして頂き有難うご

⻄部 康男君
君
創⽴記念を祝って頂き、有難

築城 忠⽣君
君
⼊会を祝って頂き有難うござ

ざいます。結婚 10 年⽬となり、先週
は都内に出たついでに⾼島屋で記念の
指輪を買いました。今後も尻に敷かれ
ながら仲良くやっていきます。

うございます。

います。
8 年⽬を迎えます。

出席報告
会員数

秋⼭哲也／出席・プログラム委員
出席計算に⽤いた数

61

59

出席者数

33

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

55.93

なし

MAKE UP
東井重和君
→会⻑エレクト研修セミナー
（PETS）
東井重和君・𡈽屋修君
→公共イメージ・⽶⼭奨学セミナー
井⼾川秀治君→伊勢原中央 RC

委員会報告
＜多⽥正弘／50 周年記念実⾏委員＞
・本⽇例会後に奥の会議室で 50 周年記念式典部⾨の実⾏委員会を開催しますので、関係者はお集まりください。
＜井⼾川秀治／50 周年記念実⾏委員＞
・50 周年記念事業の⼀環としまして、5 ⽉ 6 ⽇にチャリティーゴルフコンペを開催します。それぞれテーブルにご案内
状を置いてあります。チャリティーゴルフコンペは 40 周年以来 10 年ぶりの開催です。今年は 50 周年の節⽬の年で
すので、盛⼤にやりたいと思います。会員の割り当て分担を作成してますので、出来次第配布しますので皆さんご協⼒
をお願いします。
＜⼩⼭博正／クラブ管理運営委員会＞
・今週末の 22 ⽇、23 ⽇は新会員の集いが横浜のローズホテルにて⾏われます。出席される⽅は宜しくお願いします。
私は 22 ⽇当⽇は朝から準備に取り掛かっておりますが、⼣⽅⼀旦伊勢原に戻り、翌⽇また朝から参加する形になりま
すので、宜しくお願いします。

PETS 報告

東井 重和 会⻑エレクト

先⽇の 3 ⽉ 12 ⽇(⽕)藤沢商⼯会館に会⻑エレクト研修会へ⾏ってまいりま
した。
時間は、10 時〜17 時 30 分と⻑丁場でしたが終わってみると、私にとって
は⼤変有意義な時間となりました。
ガバナー挨拶から始まり、基調講演が 2 件ありました。その中でも元 RI 理事の⼩沢さんのお話で「クラブは
地区のためにあるのではなく、会員のためにある」と語っておりとても私たちに⾝近なお話をしていただき、
親近感を持させていただきました。
その後、ガバナー補佐との昼⾷後分科会に分かれ各セッションミーティングが⾏われました。題⽬は、クラ
ブ会⻑の役割と責務についてと会員増強・維持について、で 10 名ほどの会⻑エレクトで熱い議論が始まり、
懇親も深めることが出来、他のクラブの苦労や親睦・奉仕事業への取り組みなど多くの事を勉強させていただ
きました。
次年度 RI 会⻑のマーク・マローニーさんですが、とってもユニークな⽅で、次年度テーマカラーでネクタ
イだけではなく、靴下も作ったそうです。⾊々と協調事項はございましたが、その中でもロータリーの中核は
ツナガリであると語っており、地域社会と家族そして私たちロータリアンが強いツナガリをもち⾏動してい
く事が重要だと感じました。次年度地区会⻑の杉岡さんの⾔葉ですが、⾏動を起こすためのツナガリを築いて
まいりましょうと語っておりました。⾊々とお歴々がたからお話を伺いましたが、現在世の中の環境は⼤きく
変化の中にあると感じられ、それに対し私たちロータリアンは変化し更なるリーダーシップをとるために
⾊々なことを取り⼊れていかなくはならないと感じてまいりました。
最後になりますが、この研修を活かせるようにクラブの為に次年度頑張りますのでご⽀援とご協⼒お願い
いたします。

ガバナー補佐杯

3 ⽉ 27 ⽇（⽔）ガバナー補佐杯が開催されました。

優勝

飯⽥ 隆三 君

準優勝

堀⼝ 雅⺒ 君

第3位

坂本 秀美 様
（伊勢原中央 RC）

