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2018-2019 年度 第 2592 回例会
平成 31 年 4 月 10 日（水）雨
会長あいさつ

2018-2019 年度／堂前

慶之会長

本日は、いせはら芸術花火大会の柏木実行委員長と
高橋様、中村様にお越しいただきました。後ほど協
賛金の贈呈をいたします。
元号が令和に変わった 5/25（土）に開催され、当
クラブのメッセージ花火も上げていただきます。時
代の節目の記念すべき花火大会となることと思い
ます。この花火大会も今回で第 8 回を数える訳です
が、記念すべき第 1 回は当クラブの創立 40 周年に
当たっていました。それ以来、毎回協賛をさせてい
ただいている訳ですが、何か深い縁を感じます。花
火大会の当日は、40 周年の記念式典と重なり、入
会してから日が浅く、実行委員の一人であった私
は、花火大会の警備にあたっていました。その日は
荒天で、これではとても花火は上がらないであろう
と思われましたが、時間が近づくにつれ雨が弱ま
り、強風もギリギリ花火が上げられるように治ま
り、何とか実施されたという思い出があります。風
が花火の煙を飛ばしてくれて、また雨上がりの空気
の中だったので、花火が大変きれいだったのを覚え
ています。それ以来、紆余曲折、開催場所も変えな
がら行われてきた市民の手作りによる花火大会で
すが、実行委員会の皆様には大変なご苦労があった
ことと思います。
今回を終えると、高速道路の開通もあり保安エリア
の確保が難しくなるので次回以降の開催も難しく
なってくるのではないでしょうか。
有志で観覧に行きたいと思いますので、皆様是非ご
参加ください。

点鐘

堂前

慶之会長

ロータリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト 市川正孝会員

司会進行

東井

お客様

伊勢原芸術花火実行委員長 柏木様
伊勢原芸術花火実行委員
高橋様
いせはら FM コミュニティクラブ 中村様

重和

会長エレクト

今後の予定
・4/17
・4/21
・4/24
・4/27
・5/1

[第 2593 回] 卓話
地区・研修協議会（茅ヶ崎湘南 RC 主催）
[第 2594 回]クラブ協議会（地区・研修協議会報告）
マイロータリー・クラブセントラルセミナー研修
休会（天皇即位の日）

幹事報告
★ガバナー事務より
「2019 年規定審議会報告会」開催のお知らせ
日 時
2019 年６月 15 日（土）14：30～16：30
場 所
ミナパーク６階「多目的ホール 1＆2」
返 信
6/3 迄
★例会変更のお知らせ
伊勢原平成 RC
４月 16 日(火)
→
４月 23 日(火) 通常例会 →
４月 30 日(火) 休会
→

休会
休会に変更
通常例会に変更
中学生国際交流研修会
IN 韓国済州島報告会
点鐘 12：30

★ボーイスカウト伊勢原育成会より
ボーイスカウト総会資料が届いております。

いせはら芸術花火実行委員長 柏木様／実行委員 高橋様
いせはら FM コミュニティクラブ代表 中村様

お客様挨拶

伊勢原ロータリーの皆様には第１回目より、過去７回に渡りご支援頂きましたことを改めて
感謝申し上げます。大変な天候の中開催された第１回目から今回の８回目までやってきました。
毎回諸問題が発生し非常に苦戦しています。今年は天皇の退位・即位があり、日にちの都合上
5/25 に決まりました。毎年ロータリーの皆様にはご支援を頂いておりますが、改めてご支援の程お願い申し上げます。そ
して、ぜひ会場にお越し頂きご覧頂きたいと思います。また、いせはら FM コミュニティクラブ制作の「おしゃべりマンデ
ー」のスポンサーを募集しております。御社の PR の場としてご活用頂ければと思います。宜しくお願い致します。

表彰式
米山寄付

財団寄付

米山功労者 5 回
濱田勝彌君

スマイル報告

田村

貴寿／スマイル委員長
[結婚記念祝い]

[会員誕生祝い]

飯田 隆三君
君
結婚記念日を祝って頂きありがとうござ

佐藤 美成君
誕生日を祝って頂きありがとうござい
ます。お陰様で 64 才になりました。
健康に気を付けて頑張りますので、宜
しくお願い致します。

出席報告
会員数

ポール・ハリス・フェロー
服部幸詞君／築城忠生君／
村上一秋君／東学君
ポール・ハリス・フェローPin2
大谷聰君

堂前慶之君／外谷正人君／
東井重和君／築城忠生君／
濱田勝彌君／井戸川秀治君／
内田智久君／萩原鉄也君／
渡邊健樹君／内田昌紀君／
天野耕一郎君／田村貴寿君

います。早いもので結婚 49 年目を迎え
ることができました。お互いに尊重しあ
って充実した生活を送っています。

濵尾ゆかり／出席・プログラム委員長
出席計算に用いた数

61

60

出席者数

42

出席率（％）

70

前々回修正出席率（％）

なし

MAKE UP
堂前慶之君・遠藤郷平君
→伊勢原平成 RC
東井重和君・大澤守門君
→19.20 年度実施地区
補助金選考会
𡈽屋修君→青少年交換委員会
オリエンテーション
熊谷勝利君→地区新会員の集い

委員会報告
＜礒﨑貴史／ロータリー財団委員長＞
度重なるお願いですが、ロータリー財団にご協力をお願い致します。会員 60 名の内既に 40 名様にはご寄付を頂いておりま
して達成率は 80％を超えてきております。今年度の目標である全員寄付、目標金額達成に向けて、ご協力をお願い致します。
＜濵尾ゆかり／地区会員増強・維持委員会＞
2018-19 年、現状と対策に関して発表いたします。3 月末付けで会員数純増が 29 名です。昨年は 71 名増えています。今年
度あと 3 ヶ月ありますので、是非皆さんのお力を貸して頂き、会員の増強そして 6 月末に退会の無いようお願いいたします。

卓

話

萩原

庸嘉 君／ロータリー卓話

伊勢原ロータリークラブ 45 年の歴史

創立メンバー記念写真
箕浦多一氏

前列中央
（日産自動車 7 代目社長）

加藤宗兵衛氏
濱田勝彌氏
飯塚清氏
吉川昌男氏

国際 RC 加盟認証式 於：東海大学 2 号棟

吉川年度 交換留学生

5 周年 市内小学校記念植樹

岩田年度
タイの米山奨学生に文具贈呈

萩原年度

仮屋瀬年度

3.11 を受け消防学校で消火訓練

台湾の少年野球チームと交流

2 列目右から 7 人目
2 列目一番左

2 列目右から 9 人目
3 列目左から 4 人目

ボーイスカウト発団

吉川年度 三宅島噴火災害募金

松下年度 地区大会

多田年度

