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今後の予定

2018-2019 年度／堂前

慶之会長

通常例会は本日が最後となりました。クラブ協議
会では本年度の総括を行います。さて、最近ニュ
ースでよく取り上げられる話題はまたまた年金
問題です。老後に 2000 万円が不足するとか、100
年安心は嘘だったとか…何を今更言っているの
かと思います。積立方式ではなく賦課方式が取ら
れていますから、現役世代から徴収された年金保
険料が給付に回ります。少子高齢化が進めば当然
制度は成り立つわけはなく、保険料を上げるか給
付を減らすかしなければ維持できません。既にマ
クロ経済スライドが導入されていて、現役人口の
減少や平均余命の伸びによって給付水準が変更
される、つまり自動的に減らされる仕組みになっ
ています。物価が上昇すれば年金も増えるという
のは昔の話です。100 年安心というのは年金制度
が破たんしないように導入されたマクロ経済ス
ライドを意味するもので、老後が安心して暮らせ
るということではありません。今後は更なる給付
開始年令の引き上げ、給付額も減額、収入制限も
導入されるでしょう。今回の年金問題について私
の顧客に聞くと、皆さん意外に冷静で、誰も年金
だけで老後を暮せるとは思っていません。この様
な大切な社会保障について、政争の具にせず真正
面から取り組んでほしいものです。
本日は残念なお知らせがあります。西部さん、遠
藤さん、猪熊さん、内田さんの 4 名が本年度をも
って退会されます。東井年度は 58 名での進発と
なります。安定して 60 名を超えるクラブとして、
またクラブ活性化のためにも気持ちを新たに増
強に取り組んでまいりましょう。
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クラブ協議会(会長・役員所信表明)
クラブ協議会(委員長所信表明)
卓話：松下 孝(直前ガバナー補佐)
卓話：築城忠生(直前グループ幹事)

幹事報告
・6/26
[第 2603 回] 納会(夜間例会)
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[第 2604 回] クラブ協議会(会長・役員所信表明)
・7/10 [第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
★ガバナー事務所より
・7/17 [第 2606 回] 卓話

・
「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動キャンペーングッズの送付
各クラブご利用ください。
①ポスター(大)2 枚・ポスター(小)3 枚・リーフレット
5枚
絆創膏 1 セット・募金箱 2 セット
・米山梅吉祈念館創立 50 周年記念式典開催のお知らせ
日時：9 月 14 日(土)14:00 開式
18:00～19:30 祝賀会
会場：東レ総合研修センター・米山梅記念館
定員：600 名
登録料：10,000 円
締切：7／31(水)
・ハイライトよねやま 231 が配信されております。
★例会変更のお知らせ
秦野中 RC
７月 12 日(金) → ７月 14 日(日) 移動例会
ヤマユリ鑑賞会
点鐘：12 時 00 分
場所：渋沢丘陵
７月 26 日(金) → 移動例会
点鐘：12 時 30 分
場所：北京館

お礼

伊勢原 RC 事務局は、横浜銀行伊勢原支店内をお借りしており、
いつも大変お世話になっております。
ありがとうございます。
遠山 久恵支店長に、お礼が手渡されました。

スマイル報告

濵尾

ゆかり／次年度スマイル委員長

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

𡈽屋 修君
誕生日を祝っていただきありがとう
ございます。51 歳になってしまいま
した…
まだまだ若い気でおりましたが、体中
ガタがきてまいりましたので、体のメ
ンテナンスをしっかりしていこうと
思っています。

出席報告
会員数

秋山

出席計算に用いた数

62

60

秋山 哲也君
誕生日を祝っていただきありがと
うございます。おかげ様で 45 才
になりました。健康に気を付けて
いきたいと思います。

堂前慶之君／外谷正人君
東井重和君／𡈽屋 修君
築城忠生君／松下 孝君
萩原庸嘉君／井戸川秀治君
萩原鉄也君／戸田裕士君
田中 徹君／田村貴寿君
遠山久恵君／濵尾ゆかり君

哲也／ 出席・プログラム副委員長

出席者数

35

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

51.66

松下孝君→秦野 RC・秦野中 RC
ガバナー補佐連絡会議/拡大委員長会議
𡈽屋修君→2019 年規定審議会報告会
青少年交換委員会
濵尾ゆかり君→次公共イメージ委員会

58.33

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。
参加申し出お願いいたします。
＜外谷正人/幹事＞
・[納会]
6 月 26 日(水) 18:00～ 照國
バス発着場所変更：南口 中栄信用金庫前 17:40 発

クラブ協議会

外谷 正人／幹事
1 年間本当にありがとうございました。何もできなかったと思っています。組織の中でやって行くと言うことが中々解らず、皆
さんに教えて頂きながらロータリーとはこう言うものなのかと、幹事をやりまして初めて分かったところもあります。米山が何
か、財団が何か等が何となく分かるようになりました。このようなことを諸先輩方特に井戸川さんにはよく教えて頂きました。
思えばこの 1 年、ダンスの実行委員会から始まり、50 周年記念式典の実行委員会など皆さんと色々と打合せをさせて頂き、伊
勢原 RC の凄さが分かりました。これは他のクラブでは難しいだろうと思う事も数の力、歴史の力がこのクラブには圧倒的にあ
るので、できた事だと思います。過去の実績も多田さんに聞けば直ぐに出てくる事に感動しました。ダンスの時は飯田さんの的
確な指示に対して尊敬の念を抱きました。
こう言うことを会社でも出来れば会社は発展して行くんだろうと思いました。この 1 年幹事をやらせて頂いて初めてロータリ
ーに入って良かったと思いました。未熟な私を 1 年間支えて頂きまして本当にありがとうございました。

東井 重和／会員委員会 統括委員長
今年度、会員委員会の統括委員長ということで、会員増強委員会の広報雑誌委員会、スマイル委員会とロータリー財団、米山奨
学委員会を担当させて頂きました。半期でも報告がありましたが、再度まとめたものをご報告いたします。
[会員増強・維持・分類委員会]
目標は当初 10 名でしたが、3 名の増員になりました。3 名とも即戦力になって頂いており、頼もしいです。名誉会員に高山市
長を迎え、伊勢原 RC の地名度が更に増した年度だったと思います。
[広報雑誌委員会]
委員長の貝原さんは、お仕事柄中々例会にはお見えになりませんでしたが、色々な提案をして頂いていますので、報告させて
頂きます。
1）50 周年に向けたロゴマーク作成
2）各イベントのタウンニュース掲載のお手伝い
等、色々と提案頂き、例年に増して充実した年度であったと思います。
[スマイル委員会]
きめ細かい采配で、かなり高い目標を掲げていましたが、現在目標の 90％以上を達成しつつあります。
特にスマイルチケットの活用、事前のスマイル対象者への配慮、お客様への対応が、スマイル向上に繋がったと思います。
[ロータリー財団]
目標を 100％達成しました。偏に礒﨑委員長の真摯な対応があったからこそだと思っています。
委員長より：大分強引にご協力して頂いた面もありましたが、50 周年の締めということもございますので、ご理解の程よろし
くお願いします。
[米山奨学委員会]
目標の 114％を達成しました。土屋委員長の真摯な対応、特に毎月金額を把握してきっちり管理していたので、そのお陰もあ
ると思います。
最後になりますが、それぞれの委員会が今期は特色を持って活動されたと強く感じております。次年度もしっかりと引き継ぎ、
方向性を見据えながら頑張って行きたいと思います。皆さんお疲れ様でした。

築城

忠生／クラブ管理運営委員会 統括委員長

[親睦委員会]
夏の箱根旅行では濱田 PG 始め 48 名の参加者がありました。暮れのクリスマス例会では家族合わせて 63 名にご参加頂きまし
た。先日の親睦旅行では、40 名の参加でした。ここには大谷ご夫妻、吉川さんにもご参加頂き皆さん和気あいあいとされてい
ました。皆様のお陰で色んな親睦が測れたと思いますが、委員会として強力に出席をお願いしましたが、残念なことに若干出
席率が上がりませんでした。今回の親睦旅行ではバスが苦手な方の為に、ロマンスカーを使ったりと委員会で創意工夫があり
良かったと思っています。
[出席プログラム委員会]
目標は出席率 80％でしたが、5 月が 76.25 という数字でしたが、平均すると 69％台でした。秋口は 75％台だったので、80％
行くかと思っていましたが、1 月～4 月が 65％台となってしまい、合計で 69％程度となりました。今後はメンバーの出席に
対する意識の向上が大切だと思います。執行部の方で、しっかり考え、会の魅力を高めながらやるべきだと思いこの 1 年間の
反省点です。

[クラブ会報委員会]
大澤会員と事務局の力で大変いい会報を毎週作って頂いています。しかし、これは大澤会員だからできることであり、今後は
もう少しボリュームを抑えた作り方を考えてもいいかと思っています。
最後にクラブ管理運営委員会としての目標が 2 つありましたが、一つ目は組織運営をしっかりとして行きましょうということ
です。委員長だけでなく委員会全体で活動して行きましょうということでした。これは委員会を招集しても中々皆さんのスケジ
ュールが合わずうまく行きません。メールでのやり取りで出来た部分もありますが、これからはやはりみなさんで顔を合わせて
作っていけたらいいと思います。
もう一つは実績に捉われない活動をしましょうということです。歴史は大切ですが、過去はこうやったからこうでなくてはいけ
ないと言ったようなことをせず、委員会での創意工夫をもっと発揮していけたらいいと思っています。
クラブ委員会メンバーに感謝を申し上げ、1 年間の総括とさせていただきます。ありがとうございました。

井戸川 秀治／奉仕プロジェクト委員会 統括委員長
それぞれ委員会から総括報告を提出してもらいましたので、それを発表します。
[社会奉仕委員会] 戸田裕士委員長
1）伊勢原中学校ふれあい授業
11/6 クラブ内講師 8 名 外部講師 3 名 に依頼しました。
同じ授業を 2 コマ行いより多くの生徒に講義を聞いて頂きました。
講師の皆様、ご協力ありがとうございます。
2）渋田川芝桜花咲くプロジェクト
3/9 観光協会主催により市民ボランティアと共に上流から下流まで全域にわたり、枯れてしまった所に 2000 ポットの芝桜
の植付けを行いました。
[国際奉仕委員会] 仙波史生委員長
今期の国際奉仕委員会は、昨年の台湾での野球大会、伊勢原文化会館でのダンスフェスティバルを経て、今までの国際奉仕活
動を総括するとともに、これからの伊勢原ロータリーにおける国際奉仕活動を探ることを目標としていました。
国際奉仕委員会では、昨年実施された２７８０地区の社会奉仕・国際奉仕セミナーに参加し、他クラブの国際奉仕活動につい
て、拝聴する機会を得ました。
その後、平塚北 RC のフィリピン国における水道敷設の奉仕活動について、卓話でお話をいただくことを検討しましたが、50
周年記念事業等が目白押しで、日程が合わずに断念しました。
国際奉仕委員会の活動としては、従前の活動を総括した上で、具体的な活動に落とし込むことを考える１年間であったと考え
て、次年度の国際奉仕活動に引き継ぎたいと思います。
[青少年奉仕委員会] 東 学委員長
本年度の青少年奉仕委員会の活動といたしましては、8 月の伊勢原市野球協会学童部との交流記念試合から始まりました。今
年も試合数が少ない小学 4 年生との試合をする事により、学童部への協力と交流を図るが出来ました。
ダンスフェスティバルにつきましては台湾の方々との交流事業から青少年奉仕独自の事業となり、昨年同様に外部協力者とし
まして鳥居さんにご協力を頂ました。
当日は市内 3 高校と市内 6 っのダンスチームに参加してもらうと共にクラブメンバーや観客の方など多くの方々に参加してい
ただき、盛大な事業となりました。
この様子は 50 周年記念式典でも映像が流され、他のクラブのロータリアンにも認知していただきましたし、鳥居さん率いる
ダンスチーム t-time のメンバーには式典で踊ってもらい大いに盛り上げていただきました。今年のこの事業内容は次年度以
降の指針になると思います。
青少年交換プログラムにおきましては、担当クラブではありませんでしたが田村さんにご協力いただき、第 7 グループのとし
て役割を果たすこととなりました。
伊勢原ロータリークラブとしましては青少年奉仕を奉仕事業の柱とする事が数年前に決められております、これからもメンバ
ー全員の参加、ご協力をお願い致します。
[友好クラブ委員会] 多田政弘委員長
群馬県伊勢崎 RC から当クラブと友好クラブを早期に締結することを目指すことで合意しました。
これは 50 周年記念式典で、伊勢崎 RC のパストガバナー、パスト会長、現役の会長幹事がお見えになり、その席でぜひ令和元
年のうちに友好クラブを締結しましょうとのお話をいただきました。

最後に、プロジェクト委員会の委員長を 1 年間務めさせて頂き、私が感じたことはここ数年伊勢原 RC は奉仕活動が活発に行わ
れていますが、今まで以上に横の繋がりを密に連絡を取り合い協力し合っていることが見受けられましたので、今後も各委員会
の委員の方も交えて益々奉仕活動に従事していければいいと思っています。

田中

徹／I・M 副実行委員長

今年度 IM をやらせて頂きましたが、これまで IM について松下ガバナー補佐から色々とお話がありましたが、今回は近年ない、
初期に戻った形での IM を開催し、グループ内では非常に高評価を得ております。このような発想の転換が今後の IM に一石を
投じたと思います。報告書も出来上がり記録もいい形で報告されていました。今後の IM についても本来の趣旨を第 7 グループ
の中で共有して行かなければいけないと思いました。私自身、IM に初めて携わりこれが本当の IM なんだと感じました。

飯田

隆三／50 周年ダンスフェスティバル実行委員長

DANCE! DANCE! ISEHARA!!は昨年の井戸川年度の時に、台湾の方達との交流の中でダンスフェスティバルがスタートしまし
た。今年は堂前会長が 50 周年の記念事業として開催しようと言うことでスタートしました。昨年度のメンバーにお手伝い頂い
て、意外とスムーズには行きましたが、反省事項が沢山ありました。参加してくださった方からも、こうして欲しかった等のご
要望も頂きましたが、反面、このような機会を設けてくださって本当に良かったとの声もありました。早いうちからの段取りが
非常に重要だとつくづく感じました。金額的にはステージ費用も 70 万円かかりますので、このまま毎年開催できるかは問題が
あるのではと思います。費用の面をどうやってクリアして行くかが今後の課題になると思います。出演者の子供達は舞台で伸び
伸びとダンスを踊れて、それをお爺ちゃんおばあちゃんも見にきて参加できるいいイベントなので、問題をクリアするいいアイ
デアを出し合いながら運営して行くことが望まれると思います。

多田

政弘／50 周年副実行委員長

週報を見返しましたら、50 周年の時の週報がありません。後から見直してこんなことがあったと思い出す一番のものは週報で
す。今年度最大のイベントですので、是非作成をお願いします。

堂前

慶之／会長

本年度は 5 つの重点目標を掲げました。
１）会員増強 70 名
創立 45 周年のおり、50 周年に向けて会員 70 名を目標とする増強計画が掲げられました。本年度は 60 名からのスタートです
から単純計算で 10 名の増強を目標としました。60 名で 80％の出席率であれば、この例会場は満杯になります。60 名が維持
できるように頑張ってまいりましょう。しかし、3 名の新会員を迎え、女性会員も増えたことはうれしい限りです。
２）R 財団 ３）米山奨学金
「50 周年で達成できないのはありえない」会長幹事会で松下ガバナー補佐から厳しく指導されてきました。皆様のご理解ご協
力をいただき、今年は何年ぶりかに 100％達成することができました。これも、礒﨑 R 財団委員長、𡈽屋米山委員長が真剣に
取り組んで推進していただいたおかげです。心より感謝申し上げます。
４）出席率 80％以上
残念ながら出席率は 70％台にとどまってしまいました。現役世代が多いため致し方ない部分はあろうかと思いますが、声掛け
をもっと推進するなどの努力はできたのではないかと反省しています。
５）50 周年
ダンスフェスティバルに始まり、チャリティゴルフ、式典はすべて成功裡に終えることができました。当年度会長としては大大
大満足であります。ダンスフェスティバルは大変多くの観客を迎え盛大に開催することができました。運営面では問題点も浮上
しましたが、次年度松下実行委員長のもとでしっかり検討していければと思います。式典も多くの方にお褒めの言葉をいただき
ますが、このメンバーであったからできたのではないかと感じています。式典の雰囲気を上げてくれた楽団は天野会員の手配、
映像の作り込みも大澤会員がいたからこそできたものです。受付、司会など各会員が自分の役割をしっかり果たしていたと思い
ます。実行委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。

