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今後の予定
2018-2019 年度／堂前 慶之会長
本日は新旧ガバナー補佐にお越しいただきました。本
年度松下ガバナー補佐ならびに築城グループ幹事には
1 年間大変お世話になりました。引き続きご指導よろし
くお願いいたします。次年度秋山ガバナー補佐、同佐藤
グループ幹事には後ほどご挨拶を頂戴いたしますので
よろしくお願いいたします。さて、今日は会員増強につ
いて少しお話をさせていただきます。一昨日、地区会員
増強維持セミナーが開催され、委員である私と東井会
長エレクト、次年度田村増強委員長が参加してきまし
た。次年度の地区増強委員会も既に 5 回の委員会を重
ねてのセミナー開催で、近年、地区として増強には大変
力を入れています。委員会資料の中に面白い指標があ
ります。2780 地区内の各市町の有権者数に対するロー
タリアンの人数がデータとしてあります。伊勢原市は 1
万人当たり 11.2 人のロータリアンがいます。データで
みると地区内では 2 番目にロータリアン比率が高いの
です。第一位は小田原市で 11.8 人、お隣の秦野市は 8.8
人です。伊勢原はロータリアンが多く活躍する地域と
いえるかもしれません。クラブ活性化が先か、増強が先
かのようなニワトリと卵のような議論もありますが、
私は自クラブを見るにつけ、増強こそがクラブ活性化
の近道と感じています。親睦が深まればその滴で奉仕
が推進される…松下ガバナー補佐の教えです。地区委
員会で少しでもこのことを伝えることができればと思
います。さて、本日の卓話は恒例となっています濱田Ｐ
Ｇと吉川さんのお話です。楽しみにしておりますので
よろしくお願いいたします。
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幹事報告
★ガバナー事務所より
・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ
日 時: 2019 年 7 月 7 日（日曜日）
※ 雨天決行
◇11 時
小田急線「片瀬江ノ島駅」集合
◇11 時 30 分～12 時 30 分
片瀬海岸東浜に移動して海岸清掃
◇13 時～16 時
海の家にてバーベキューと懇親
◇16 時
現地解散
会 費：3,000 円（お一人様）当日徴収
申込期日：6/24(月)迄
・2019-20 年度 地区ロータリー財団セミナー及び第 1 回補助金管理セミナーのご案内
日時
2019 年 7 月 13 日（土） 受付開始
12：00
R 財団セミナー
12：30 ～ 14：45
補助金管理セミナー 15：00 ～ 15：50
場所
JR 辻堂駅北口 アイクロス湘南 6 階「E 会議室」
締切
7/8(月)
・第 15 回日韓親善会議参加登録のお願い
日時：9 月 28 日(土)12:30～登録開始
会場：仙台国際センター2F 大ホール・展示室
申込：7/31(水)迄 広告締め切り：7/16(火)迄
★伊勢原市福祉総務課より
第 69 回“社会を明るくする運動”伊勢原市推進委員会の設置についての依頼
啓発事業として街頭キャンペーン開催。貴団体から 1 名の協力をお願いいたします。
①7 月 1 日(月)午後 6 時から 伊勢原駅前
集合場所：伊勢原駅北口エレベーター前
➁7 月 8 日(月)午後 6 時から 愛甲石田駅前
集合場所：愛甲石田駅前交番前(愛甲石田駅北口バスロータリー内)
返信：6/21(金)
★伊勢原市観光道灌まつり実行委員会より
第 52 回伊勢原観光道灌まつり第 1 回実行委員会資料が届いております。
★社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会より
会員加入のお願いが届いております。
正会員：年会費 300 円以上(個人)
賛助会員：年会費 1,000 円以上(個人・施設等)
特別賛助会員：年会費 5,000 円以上(法人・個人)
★エム・ケー観光株式会社様より
ご就任のお知らせが届いております。

お客様ご挨拶
松下 孝様/第 7G ガバナー補佐・築城 忠生様/第 7G グループ幹事
一年間無事に終える事が出来ました。I・M も評判が良く、ホッとしております。
改めましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
I・M において他クラブより、高い評価をいただきました。これも皆様のご協力により、楽しく
有意義な I・M になったと思います。ありがとうございました。
秋山 純夫様/次年度 第 7G ガバナー補佐・佐藤達也様/次年度 第 7G グループ幹事
秦野 RC の秋山と申します。50 周年記念式典とパーティーが、盛大に行なわれましたこと嬉
しく思いますし、感心もいたしました。誠におめでとうございます。次年度は色々ご迷惑、ご
面倒をおかけするかと思いますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。
秋山ガバナー補佐のもとグループ幹事を仰せつかりました佐藤と申します。なにぶん不慣れな
点があるかと思いますが、勉強させていただく一年だと思っておりますので、皆様ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。

表彰式
財団寄付

ポール・ハリス・フェローPin6

米山寄付

第6回
米山功労者
第 26 回 米山功労クラブ

スマイル報告

田村

松下 孝君
濱田 勝彌君

貴寿／スマイル委員長

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／𡈽屋修君／飯田隆三君／井戸川秀治君
田中徹君／天野耕一郎君／熊谷勝利君／村山恵子君／間壁みみ君／田村貴寿君
[お客様]

[お客様]

秋山純夫様・佐藤達也様

松下孝様・築城忠生様

就任のご挨拶に参上しま
した。よろしくお願いしま
す。

第７G ガバナー補佐 秋山
様、グループ幹事 佐藤様、
ようこそお越しいただきま
した。本日はガバナー補佐
引継ぎと、最後のご挨拶に
伺いました。

出席報告
会員数

62

小泉

出席計算に用いた数

61

[会員誕生祝い]

山田

昌紀君

49 歳になります。カッコ
イイパパでいられるよ
う、来週から 76 回目の
ダイエットを始めよう
と思います。

[配偶者誕生祝い]

小泉

隆一郎君

妻の誕生日を祝っていただ
き、ありがとうございます。

隆一郎／次年度 出席・プログラム委員
出席者数

33

出席率（％）

54.09

前々回修正出席率（％）

77.96

MAKE UP
堂前慶之君→
次・会員増強・会員維持委員会
地区会員増強・会員維持セミナー
東井重和君→
地区会員増強・会員維持セミナー
田村貴寿君→
地区会員増強・会員維持セミナー
井戸川秀治君→伊勢原平成 RC

委員会報告
＜仙波史生/次年度米山奨学委員長＞
・[米山学友主催クリーンキャンペーン開催]
2019 年 7 月 7 日（日曜日）片瀬江ノ島駅集合
当クラブ会員は、当日 9:30 伊勢原駅改札集合。赤 T 持参。
＜外谷正人/幹事＞
・[50 周年慰労会開催]
6 月 13 日(木) 18:30～ 天
・[納会]
6 月 26 日(水) 18:00～ 照國。バス送迎後日お知らせ。

卓 話

吉川 昌男君／卓話

今日は例年のことですが、創立記念日の月と言うことで、創立当時のお話をさせていただきます。
一昨年の 5 月 10 日の例会で、秦野 RC へ入会してから伊勢原 RC 創立までの話をさせて頂きました。毎年濱田
PG と私がこの時期の当番ですが、昨年はこの時期に体調不良で救急搬送され１週間入院をしてしまったので、
お話することができませんでした。
今日は私が 15 代会長だった時の話をさせて頂きます。今から 35 年前の話です。当時の会員数は 57 名でした。
現在は濱田 PG、私、佐伯会員、西部会員の４名が在籍しておりますが、あとの 53 名はお辞めになりました。
会長にとって一番大事なのは女房役である幹事です。幹事と二人三脚でやっていかなければなりません。その時は現会員の渡邊健樹
さんのお父さんの渡邊健司さんに幹事をお願いしました。非常に堅実で真面目な方でしたのでお陰様で無事に会長を勤めることがで
きました。今でも渡邊さんには感謝しております。
ロータリーの事業の柱は色々ございました。交換留学生や道灌祭りのバザーの協賛等ありましたが、特に財団と米山はロータリーの
事業の大きな柱です。これはロータリーの会員として、義務ということがありますが、結局財団委員長をどなたにお願いするかと言
うことになります。私が会長時の財団委員長は萩原庸嘉さんのお父さんの萩原秀信さんにお願いしました。
財団と言うと為替レートの問題がどうしても絡んで来ます。US ドル建てですので、円では変動があります。当時のレートは１ドル
240 円でした。ポール・ハリス・フェローの寄付をするには 24 万円必要でした。当時はフェローの方は 57 名中 23 名、準フェロー
が 19 名でした。次の年度の最初にはフェローが 26 名、準フェローが 17 名でしたので、私の年度でフェローを 3 名増やし、準フェ
ローを 2 名減らしたことになります。準フェローからフェローになった人が 2 名でしたので、実質 1 名増と言うことです。今でもそ
うだと思いますが、数字が付いてくるので、フェローを増やすのは大変だと思います。私が秦野 RC に入った当時は為替レートは 1
ドル 360 円でした。その時に湯河原 RC がホストで行われた IGF（Intercity General Forum 今で言う IM）で、財団分野の発表があ
りました。その中で印象に残っている言葉があります。
「たとえ 1000 ドルお出しになる方にしても、36 万円をポンと出すのはよほど財団に理解がなければできないことと思います」と言
う出だしで 2 ページにも渡るお話でした。当時 1000 ドルと言うのは重みがあったと思います。当時の年会費はだいたい 10 万円で
した。私が幹事をした時は 14 万円、会長をした時は 19 万円でした。現在は 27 万円です。これから比べても、当時の財団の寄付は
かなり大変だったと思います。今後も皆さんのご理解をいただいて、財団への寄付をお願いできればと思います。新しい会員の方は
財団と言ってもピンとこない方もいらっしゃると思いますので、財団について勉強して頂き、できるだけ理解を深めて頂ければ、よ
り成績も上がると思います。
次に米山ですが、米山は円建てなので、変動もありませんので解りやすいと思います。米山功労者は 10 万円です。私が幹事だった頃
は米山奨学資金委員会と言うのはありませんでした。ですから、その時のクラブ計画書を見ますと予算の中に 5 万円が計上されてい
るだけで、委員会報告等も何も出ていません。当時のガバナーが米山について何もないことに気付き、米山として新たに作るか国際
奉仕委員会の一部としてもいいとのことでしたので、委員会として作ることになりました。私が会長の時の分担金は 178,500 円計上
し、その年度で功労者と準功労者を 3 名づつ増やしました。
前年度（佐伯会長）の 6 月に国際ロータリートロント大会がありました。そこに配偶者同伴で参加しないかとのお誘いを受け、濱田
PG、加藤さん、須藤さん、岩崎さんと私で参加しました。6 月 6 日～12 日まで市内および各地観光含め、大会に参加しました。初め
ての国際大会で、諸外国の方々が大勢参加されていて、非常に勉強になりました。

