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今後の予定
2018-2019 年度／堂前 慶之会長
5/11（土）の 50 周年記念式典・祝宴は大変盛会
に終えることができました。前日まで準備をして
いた実行委員会の皆様、本当にありがとうござい
ました。私もここ数年、他クラブの周年式典には
いくつか参加させていただきましたが、趣向を凝
らした映像や音楽は、他クラブとは違った伊勢原
RC らしさが表現できていたのではないかと思い
ます。先日開催された 7G 会長・幹事会でもすば
らしい式典・祝宴であったとお褒めの言葉をいた
だきました。ダンスフェスティバル、チャリティ
ゴルフコンペ、防犯カメラシステム寄贈、そして
今回の式典・祝宴を滞りなく終了し、ようやく次
年度へ襷を繋ぐことができると安堵しています。
今日は先日入会いただいた間壁みみさんに出席し
ていただいています。ありがとうございます。本
年度の例会も残すところあと僅かとなりました。
来週 29 日の日帰り親睦旅行は皆様とともに大い
に楽しみたいと思います。さて、松下 AG からチ
ャリティーゴルフのポリオ寄付の報告がありまし
たが、皆様のご協力のお蔭で本年度は米山も財団
も 100％を達成することができました。礒﨑財団
委員長も積極的な声掛けで 4 月中に 100％を達成
していただき、𡈽屋米山委員長も入院されていた
ハンデがありましたが、最終的には達成率 110％
を超えました。近年達成することができなかった
目標を達成することができたのは、両委員長の努
力と皆様のご協力のお蔭です。心より感謝申し上
げます。
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親睦日帰り旅行（新宿ルミネ座＆叙々苑）
卓話 内田智久会員
卓話 濱田 PG・吉川会員/新旧ガバナー補佐訪問
クラブ協議会
納会(夜間例会)

幹事報告
★ガバナー事務所より
・マーク・D・マローニー RI 会長ご夫妻歓迎会のご案内が配信されております。
日 時
2019 年 8 月 7 日（水）
登録開始 17：30／ 歓迎会 18：00～20：00
場 所
鎌倉パークホテル地階
会 費
お一人 10,000 円
締 切
6/25(火)迄
・ハイライトよねやま 230 が配信されております。
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC
５月 28 日（火）（夜間例会の予定でしたが）
→
通常例会
６月 4 日（火）
→
６月８日（土） 震生湖下草刈に振替
・秦野中 RC
６月 28 日（金）最終例会
→
移動例会 点鐘：18 時 30 分
場所：北京館
★伊勢原市商工会青年部より
第 44 回大納涼祭り開催に関するお願いが届いております。
伊勢原大神宮 7 月 27 日(土)・28 日(日)
★伊勢原道灌まつり実行委員会より
第 52 回伊勢原道灌まつり第 1 回実行委員会開催についてお知らせが届
いております。
日 時
5 月 24 日(金) 10：30～
場 所
伊勢原市民文化会館リハーサル室
返 信
5/22(水)
★伊勢原市交通安全対策協議会より
伊勢原市交通安全対策協議会開催についてお知らせが届いております。
日 時
5 月 22 日(水) 15：30～
場 所
伊勢原市役所 2 階 2C 会議室
★認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会より
ニュースレター91 号が届いております。

杉下

お客様ご挨拶

由輝様/藤沢南ロータリークラブ

50 周年おめでとうございます。ロータリーに入ってちょうど1 年経ちますが、まだ分からない事だらけで、色々
なところに行って勉強して来いという事で、本日お邪魔させて頂きました。家は藤沢ですが、職場は伊勢原ボー
リング場です。後、伊勢原フィルムコミッションも柏木さんと立ち上げまして、伊勢原には、週に 2 回ぐらい来
ております。皆様には色々なところでお会いしたり、お世話になるかと思います。今日は限られた時間を楽しま
せて頂ければと思います。本日はありがとうございます。

表彰式
表彰式
ポール・ハリス・フェローPin5
ポール・ハリス・フェロー

財団寄付

スマイル報告

田村

松下 孝君
東 学君

貴寿／スマイル委員長

堂前慶之君／外谷正人君／松下孝君／東井重和君／𡈽屋修君／濱田勝彌君／吉川昌男君
佐伯崇興君／西部康男君／大谷聰君／渡邊健樹君／東学君／田中徹君／礒﨑貴史君
濵尾ゆかり君／堀口雅巳君／田村貴寿君
[配偶者誕生祝い]

[お客様]

松下

小山

力様

鈴木

昌紀君

結婚記念をお祝いいただきありがとうご
ざいます。5 月 18 日で 10 年目となり
ました。「10 年もったのは、私のおか
げ」と妻は言っていましたが、相当私も
我慢してきました。妻には絶対言えませ
んが…

会員数

62

外谷

秋山

正人君

まだ少し早いですが、結婚を祝っていた
だきまして、ありがとうございます。
今年は夫婦の年齢を合わせてちょうど
100 歳ですので、どこかに旅行でも行っ
て来たいと思います。

[入会記念祝い]

[結婚/創立記念祝い]

[結婚記念祝い]

出席報告

博正君

妻の誕生日をお祝いいただきあり
がとうございます。おかげ様で最
近は平穏な日々を過ごしておりま
す。この平和が少しでも長く続く
ように、皆様もお祈りください。

よろしくお願いします。
貴クラブの為に少しでもお
役に立てれば幸いです。

山田

[結婚記念祝い]

飯田

康弘君

隆三君

入会記念を祝っていただき、ありが
とうございます。おかげ様で、19 年
目に入りました。
先日の 50 周年記念式典お疲れ様で
した。多田さん良かったね！

結婚記念をお祝いいただき、
ありがとうございます。
今のところ順調です。

哲也／出席・プログラム副委員長

出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

60

36

60

なし

MAKE UP
松下 孝君→伊勢原平成 RC
築城忠生君→伊勢原平成 RC
萩原庸嘉君→伊勢原平成 RC
𡈽屋 修君→2019-20 年度地区補助
金支給クラブ説明会

委員会報告
＜外谷正人/幹事＞
5 月 25 日(土)いせはら芸術花火大会のチケットがございますので、お声掛け下さい。
＜田中徹君＞
オンラインストアーオープンということで、QR コードを開けて覗いてみてください。まだ周知度が低いので、皆様のホームページ
にバナーをはらせていただくと、非常に嬉しいです。
＜松下孝/第 7G ガバナー補佐＞
伊勢原 RC 創立 50 周年記念事業 ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペは 140 名ご参加いただきました。全部で$4600
約 50 万円寄付することができました。本当に皆様のおかげです、ありがとうございました。
＜天野耕一郎/親睦副委員長・ゴルフ同好会幹事＞
・親睦日帰り旅行 5 月 29 日(水) 伊勢原駅改札口前 14:30 集合 時間厳守でお願いいたします。ロマンスカー往復特急券はご
用意してございますが、事前に乗車券を購入しておいてください。
・ゴルフ同好会 6 月 3 日(月) 厚木国際カントリー俱楽部で開催。3 名ほど余裕がございますのでご参加お願いいたします。
＜堂前慶之/会長＞
今年度、米山・財団寄付が 100％達成いたしました。本当にありがとうございました。
＜東井重和/会長エレクト＞
・6 月 4 日(火) 奉仕プロジェクト委員会開催。現次委員引継ぎを行います。
・6 月 11 日(火) 19:00～ 鳥好 新会員歓迎会開催いたします。

卓 話

松下

力様(ふじさわ湘南 RC)／地区会員増強・会員維持委員会委員長

会員維持に最も大切なモノは何？ それは「愛」でしょう！
●会員維持に最も大切な要素
・会員維持は理屈だけでは出来ない！
・会員相互に深くて大きい「愛」があれば、そして会員相互がその「愛」を
感じることが出来れば。。。会員の維持率は高まる！はず。
●アンケートの集計結果から会員維持の阻害要因を紐解くと
会員維持を阻害する要因の 44％が、責任所在がクラブにあるという現実！
・会員同士の人間関係による誤解、トラブル 11％
・ロータリーへの理解不足 14％
・クラブ活動（例会、親睦・奉仕活動）への理解不足 19％
●会員維持に必要な「愛」の形とは何か？（愛の形にも色々ある！のです）
・ロータリーへの理解不足・・不安を解除する愛、仲間として迎え、迎えられ認め合う愛
・クラブ活動への理解不足・・役割を任せてみる愛、それに応えようと思う愛
苦しみ、喜びを共有する愛
・会員同士の人間関係による
誤解・トラブル・・・・・・障害・衝突から学び合う愛、仲間を尊重し合う愛
●「愛」に満ち溢れたクラブ運営に必要な 3 つのポイント！
・甘い言葉でロータリーへの入会を勧めない！
・愛が通じるのは、退会の気持ちが顕在化する前まで！
・情報発信でなく、適切なコミュニケーションで愛を伝えよう。
●今から出来る会員維持に向けた取り組み
伊勢原 RC には「キラリと光る 62 名の個性」があります。
それぞれに 62 通りの価値観があるはず。
自分と異なる価値観の発見・気付きが、クラブとロータリーへの感謝の気持ちとなります。
*6 月末に向けて、会員維持を強化する取り組みをしましょう！

