2019-2020 年度

第 2604 回例会
令和元年 7 月 3 日（水）曇り

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門
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2019-2020 年度／東井 重和会長
今年度会長を仰せつかりました東井でございます。
いよいよ今年度初めての例会を迎えました。今年の
初めから少しずつ準備を重ね大きなトラブルもな
く、本日を迎えられたのは、会員皆様のおかげでござ
います。また、堂前年度中も皆様お忙しい中色々とご
協力いただき重ねてお礼申し上げます。私は入会 9
年目となります。この期間大変楽しくそして、色々と
体験させていただきました。以前はどちらかと言う
と、奉仕活動等団体活動は苦手な方でしたが、会社経
営に携わる者として逃げてはいられないという思い
から出席だけは全て出ようと心掛けておりました。
結果、通常とは質の違う思いや、色々なご意見拝借し
10 年前とは違う自分がいると自負しております。何
よりも、得難いのは大勢の会員の皆様とクラブの歴
史のおかげだと思っております。この一年は、更に皆
様に楽しんでいただき、それが色々な行事そして会
員増強につながっていけるよう努力いたします。こ
の 50 周年を過ぎ、5８名の大クラブを率いさせてい
ただくわけですが私は 49 歳で会長をさせて頂くこ
とになりました。若いなりの思いと、行動を持って楽
しいクラブ運営を心掛けてまいたいと存じておりま
す。また、会員数も 60 名を割ってしましましたが、
魅力のある奉仕活動と充実した親睦活動等全ての事
業に会員増強を絡め、5 名の増強目標ですが少なく
ても 60 名の会員数を目指して行きたいです。これか
ら一年間皆様には色々とご迷惑をお掛けするとは存
じますが皆様と一緒にがんばらせていただき、地域
で一番キラッと光るクラブにしていきたいと思って
おります。
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クラブ協議会(委員長所信表明)
卓話：松下 孝君(直前ガバナー補佐)
卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
納涼例会
卓話：堀口雅巳君

幹事報告

・7/10 [第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
・7/17 [第 2606 回] 卓話：松下 孝(直前ガバナー補佐)
★ガバナー事務所より
・7/24
[第 2607 回] 卓話：築城忠生(直前グループ幹事)
・7
月のロータリーレートのお知らせ
1 ドル＝108 円
・2018-19 地区 上半期人頭分担金・比例人頭分担金
送金依頼が配信されております。
人頭分担金
・6/26 [第 2603 回] 納会(夜間例会)
ａ．本会計
上半期分
7,850 円(年額 15,700 円)･･･米山記念館維持費を含む
・7/3
[第 上半期分
2604 回] 4,150
クラブ協議会(会長・役員所信表明)
ｂ．事業会計
円(年額
8,300 円)･･･新世代分担金
・7/10
[第 2605 回] 8,000
クラブ協議会(委員長所信表明)
ｃ．特別会計(大会分担金)
円
締切：7 月末日
・7/17
[第 2606 回] 卓話
比例人頭分担金
12,000 円の半期分担金から計算して、該当月の月数に＠2,000 円を乗じた金額
・再度 8/7 マローニ RI 会長歓迎会の出欠のお願いが配信されております。
会長・幹事が欠席の場合、代理をお願いいたします。
又、クラブによっては、メジャードナーの方や、クラブ内の会員で参加したい方がおら
れましたら、お声かけ頂き、出席される方のお名前と役職名をお知らせください。
・2019 年規定審議会「クラブと地区に関連する重要な変更」についてお知らせが配信さ
れております。
2019 年規定審議会での決定に当たり、米国本部にて、『クラブと地区に関連する重要
な変更』が発行されました。
・「米山月間」卓話についてのお願いが配信されております。
卓話派遣についての回答依頼 締切 8/20(火)迄
・戦略計画についてのアンケートご協力のお願いが配信されております。
締切：7 月末日
・緊急「クラブの運営」ページのエラーについてのお知らせが配信されております。
7/1 午後より My ROTARY の一部ページにエラーが生じており、本日現在まだ復旧し
ておりません。
エラーが確認されているページは、下記のとおりです。
●『クラブの運営』ページ(会員入退会報告、役員報告等)
●『各種レポート』ページ(My ROTARY アカウント登録状況、クラブの寄付等)
2019 年上期クラブ請求書に関わる入退会報告については、本来の期限は 7 月 1 日(月)
でしたが、今回のエラーに伴い、期限延長をするよう本部に強く働きかけております。
★いせはら芸術花火大会実行委員会より
お礼のお手紙が届いております。

新旧バッジ交換と慰労

前年度地区出向者慰労

濵尾

スマイル報告

ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／濱田勝彌君／増田隆一郎君／荒巻哲朗君／松下孝君
飯田隆三君／小泉隆一郎君／井戸川秀治君／堂前慶之君／市川正孝君／東学君／小山博正君
田中徹君／外谷正人君／礒﨑貴史君／大澤守門君／加藤桂君／堀口雅巳君／天野耕一郎君
村山恵子君／佐藤美成君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[会員誕生祝い]

[入会記念祝い]

[配偶者誕生祝い]

天野耕一郎君

松下 孝君

小泉隆一郎君

配偶者誕生日を祝っていただき、あり
がとうございます。本日誕生日(7/3)
ですが、秦野で飲み会＆無呼吸検査で
LOVE できません。スマンです。

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。還暦に
なりました。

[入会記念祝い]

[創立記念祝い]

外谷正人君

[創立記念祝い]

村上一秋君

入会を祝っていただきまして、
ありがとうございます。入会 6
年目になりました。まだまだひ
よっこですので、皆さんのご指
導よろしくお願いいたします。

秋山哲也君

創立記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。企業価
値のひとつに持続が在り。つぶ
さないようにガンバリます。

秋山

出席報告

入会記念をお祝いいただき、ありがとうございます。
ようやく 3 年目に入ります。本年度は親睦委員長と副
幹事という大役を仰せつかっております。皆さんの貴
重な時間を有効に過ごしていただけるように努力いた
します。今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

創立記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。おかげ
様で 65 年になりました。

[創立記念祝い]

濵尾ゆかり君
創立記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。

哲也／ 出席・プログラム委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

58

57

38

66.66

58.33

なし

委員会報告
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
・[納涼例会開催]
日
時 : 令和元年 7 月 31 日水曜日
集
合 : 18 時 45 分現地集合
場
所 : デジキューBBQ テラス ビナウォーク店 (小田急線海老名駅徒歩１分ビナウォーク３番館屋上)
準
備 : 全て現地で用意されています。手ぶらでお越し下さい。後片付けも不要です。
会
費 : 会員・家族会員ともに 3,000 円／名
申込期限 : 2019/7/18 必着
ご参加される方はメールまたはファックスにてお申し込みください。

＜大澤守門/cozy art 代表＞
・[クラブ計画書について]
修正箇所に関しては、後日訂正したものをお渡しいたします。

クラブ協議会
議会
東井

重和／会長

まずは、全委員参加の楽しいクラブ活動をめざします。その為にも、次年度次々年度に向け、しっかりした土台作りを目指して行きた
いと思っております。クラブ研修リーダー委員会による幹部研修、新会員研修大委員長による、各委員会の引継ぎ、そして本年度の大
きなお願いの一つとなります。卓話者の方々にお願いですが、卓話をワードのデータとして事務局酒井さんへ渡していただきたいと思
っております。エクセルデータか手書きのデータでも可能です。もちろん、それでない方もいらっしゃいますので極力対応お願いいた
します。卓話者のおもいを確実に伝える為ですのでご理解宜しくお願いいたします。次に、親睦委員会の年内の企画案ですが、7 月 31
日に海老名駅近くでバーベキュー、12 月 18 日に伊勢原市駅近くでクリスマス例会を企画しておりますので、例会に参加しにくい会員
に皆様と声をかけあい実行してまいります。いずれも、日程は行事予定表通りに確定しております。大きな奉仕活動の予定ですが、例
年通りの 8 月にクラブ後援の伊勢原市学童部との野球大会、10 月に 3rc でのポリオ撲滅キャンペーン 11 月に、ふれあい授業 新た
な事業として 11 月に市内の中学 3 年生の美術部員対象に日展の見学会、そして 3 月には松下実行委員長の元、ダンスフィステバル
を予定しております。照国での例会のほうも、楽しい卓話を中心に組み立てたつもりでございます。9 月には炉辺会合も取り入れてい
く予定ですのでご参加宜しくお願いいたします。また、年度内には他クラブとの友好クラブ成立の可能性が大きくなってまいりました
事をご報告させていただきます。最後になりますが、この活動の後に少しで家族の為になった、会社の為になったと思っていただけた
ら幸いでございます。

𡈽屋

修／幹事

クラブ計画書にも記載してありますが、次の内容を《目的・方針》といたしまた。
２０１９－２０２０年度のクラブテーマ【地域を変えるロータリアン】このテーマより会員間の連携を密にとり、クラブ会員一人一人
が親睦と奉仕を通じて、地域社会で活躍、貢献できる様にしていきたいと考えております。
また、ロータリーの奉仕事業を充実、活性化させていくことで、ロータリアンと地域との「つながり」が更に強いものになって地域に
必要とされ欠かせない存在となるようなクラブ運営に努めてまいりたいと考えています。
《活
動
計
画》
東井会長が掲げた５つの重点目標をブレイクダウンさせた５つの活動計画といたします。
1. 出席率の向上のためにも、会員全員が出席しやすく、また出席したくなるような楽しく、充実した例会の開催に努めます。
2. 地域のために何が出来るか？を考え、会員一人一人が積極的に奉仕事業に参加出来る環境づくりに努めます。今週末にも米山学友
主催のクリーンキャンペーンもありますが、芝桜の手入れ、学童部の少年野球交流試合、ダンスフェスティバル等、地域密着で奉仕
活動を行っていきます。
3. 残念ながら４名の退会者が出てしまい、会員数が６０名を割ってしまいましたが、まずは６０名まで回復させられるように明るく楽
しい雰囲気を大切に会員相互の親睦を深め、維持・増強のフォローに努めていきたいと考えます。
4. 米山奨学金・R 財団年次寄付目標達成のためのフォローに努めます。前年度において創立５０周年ということもありましたが、皆様
のご協力によりロータリー財団、米山奨学共に目標達成することができました。この勢いで東井年度も達成するために各委員長と連
携をとり目標達成していきたいと考えています。
5. 様々な奉仕事業を通じてクラブ会員だけでなく、地域の方たちにも理解をしていただきポリオ年次寄付目標達成のために努めます。
イベントの際に募金箱を設置し地域の方たちにもご協力を願っていきたいと思っています。
まだまだ、ロータリー活動において勉強不足で皆様にはご迷惑をお掛けするは思いますが、何分長い目で見ていただきお付き合いいた
だければ幸いです。この一年、何卒、宜しくお願いいたします。

築城

忠生／会員委員会統括委員長

会員委員会の方針といたしまして、RI 会長テーマ、会長の方針に沿って活動を推進いたします。またそれぞれの委員会が活発に運営
できるよう組織運営に力を注ぎたいと考えます。かねてより委員長がひとりだけで運営するという傾向がありますが、やはり委員会
メンバーが協力し合うことが大切だと考えます。そうすることによって様々なアイデアがでたり議論を深めることができます。さら
にメンバー同士のコミュニケーションや親交を深めることができ、より良いクラブライフをおくることが出来ると思います。会員委
員会統括委員長といたしまして昨年度と同様に組織運営の充実を図っていきたいと思います。

田中

徹／クラブ管理運営委員会統括委員長

＜目的・方針＞
会員数の増加、特に 40 歳代後半から 50 歳代半ばの会員の増加で、業務の都合により例会に参加できない傾向にあります。こうし
た状況を改善していくため、3 委員会の連携を図りながら、出席率の向上、会報業務の効率化、親睦活動の推進を図っていくことを
目的に、クラブ運営に努めていきます。
＜活動計画＞
[出席・プログラム]
出席率 70％を目指し、魅力ある例会づくりに努めていきます。例会に参加できない会員には、事前、事後メイクアップを推奨し、出
席率向上につなげていきます。会場監督などの他の委員会と連携しながら、魅力あふれる例会づくりを目指します。
[親睦]
納涼例会(8 月)、クリスマス例会(12 月)、３クラブ合同例会(1 月)、親睦旅行、これらの行事に参加できない会員を中心とした親睦
会の開催。
[クラブ会報]
魅力的ナクラブ会報の発行を継続してすすめます。

堂前

慶之／奉仕プロジェクト委員会統括委員長

個々の委員会の計画については次回クラブ協議会での委員長発表におまかせいたします。統括委員長としては委員会活動がスムース
に行えるよう微力ながらお手伝いをさせていただきたいと思います。委員会を跨る事業もありますので、上手く連携ができるよう心
掛けてまいります。近年、地区では奉仕活動の充実を掲げており、杉岡ガバナーは「一クラブ一奉仕プロジェクトを」テーマにして
います。新たな奉仕活動を創設することだけを意味しているのではなく、現在行われている奉仕活動を見直すことも示唆しています。
我がクラブでも今年は新たに文化的な側面から青少年育成を図る「日展見学ツアー」が計画されています。東井会長が掲げる「楽し
く」
「全員参加」を念頭におきながら奉仕活動の活性化を図ってまいりたいと思います。

