2019-2020 年度

第 2605 回例会
令和元年 7 月 10 日（水）晴れ

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
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智様／伊勢原中央 RC 会長
熊澤 美徳様／伊勢原中央 RC 幹事
蜘手
匠様／伊勢原平成 RC 会長
竹内 達夫様／伊勢原平成 RC 幹事

忠生

会長エレクト

2019-2020 年度／東井 重和会長
先日、7 月 7 日の米山クリーンキャンペーン参加の
皆様には雨の降る中、一日ご対応いただきありがと
うございました。全員が、ロータリーの赤い T シャ
ツを着て活動してまいりましたが、おそらく、会員
だけで数えますと、一番の参加者ではなかったかな
と思います。このクリーンキャンペーンは 20 年続い
ておりますが、非常にゴミが少なく、その後学友の
皆様と懇親会に参加し親睦を深めてまいりました。
今日はこの時間を利用させていただき、米山・財団
のお話をさせて頂きます。世の中には色々な奉仕団
体があり寄付金や賛助金などたくさんの活動があり
ます。しかし活動が大きすぎてどのような方法で貢
献しているか分かりにくい面もございます。米山
と・財団に関しては、非常に分かりやすい寄付金だ
と思っております。そして、私たち日本人は紛れも
なく世界では恵まれた環境であると思います。ただ
し、そこに至るまでには先輩方々の大変なご苦労と
崇高な思いがあったのは間違えございません。我々
は寄付金と同時にこの思いをつたえなければいけな
いと感じております。米山・財団と混ぜて話させて
いただきましたが、今年度も是非、目標達成出来る
ようお願い申し上げます。
最後になりますが、会員候補も少し出てきているよ
うです。8 月に会員増強会がございますが是非とも
候補の方のお名前等頂戴できればと存じておりま
す。また、31 日には海老名で納涼例会がございま
す、沢山の方の参加を宜しくお願いいたします。会
員候補の方がいらっしゃいましたら是非ご相談して
いただければと思います。

今後の予定
・7/17
・7/24
・7/31
・8/7
・8/14

[第 2606 回]
[第 2607 回]
[第 2608 回]
[第 2609 回]
[第 2610 回]

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
夏季特別休会

・7/17 [第 2606 回]
幹事報告
・7/24
[第 2607 回]
・7/31 [第 2608 回]
★ガバナー事務所より
・8/7
[第 2609 回]

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

・上期米山普通寄付のお願いが配信されております。
送金時期：7 月～8 月末までの早い時期
・米山奨学セミナー＋カウンセラー研修会の案内及び戦略計画のパンフレット
が配信されております。
・7/10
[第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
米山奨学セミナー＆カウンセラー研修会開催のご案内
・7/17
[第 2606 回] 卓話：松下 孝(直前ガバナー補佐)
日 時
2019 年 8 月 24 日(土)
14：00～17：00
・7/24 [第 2607 回] 卓話：築城忠生(直前グループ幹事)
セミナー
14：00～15：35
カウンセラー研修会 15：45～17：00
場 所
JR 辻堂駅北口 アイクロス湘南 6 階「E 会議室」
講演者 ・米山記念奨学会名誉理事長
小沢一彦
・6/26
[第 2603 回] 納会(夜間例会)
・米山親善大使
・7/3
[第 2604 回] クラブ協議会(会長・役員所信表明)
締切：8/16
・7/10 [第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
新戦略計画に関するパンフレット
・7/17
[第 2606 回] 卓話
国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成するため、今後
5 年間
の活動を彷徨づける 4 つの優先事項が定められました。
・ロータリー青少年交換学生の募集チラシとポスターのご案内が配信されてお
ります。
2020 年出発のロータリー青少年交換学生の募集チラシとポスターの在庫がガ
バナー事務所にあります。
掲示やご案内、配布等をしていただけるロータリークラブがありましたら、
郵送させていただきたいと思いますので、ご希望の枚数をどうぞご連絡くだ
さい。
添付のものを、印刷していただいても構いません。

お客様ご挨拶
立澤智様／伊勢原中央RC 会長
第42 代目会長を仰せつかっております、立澤と申します。今年度のテーマ〝ロータリーは世界をつなぐ“ 3RC
一緒に手をつなぎながら、奉仕活動を行って行きたいと思っております。
熊澤美徳様／伊勢原中央RC 幹事
今年度も幹事になりました。当クラブも徐々に会員増強行っております。今年度もよろしくお願いいたします。
蜘手匠様／伊勢原平成RC 会長
第 30 代会長となります。創立 30 周年となります。色々とお世話になることもありますが、一年間よろしく
お願いいたします。
竹内達夫様／伊勢原平成RC 幹事
今年度当番クラブとなります。よろしくお願いいたします。

スマイル報告

濵尾

ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／松下孝君／飯田隆三君／井戸川秀治君
堂前慶之君／市川正孝君／戸田裕士君／田中徹君／外谷正人君／礒﨑貴史君
仙波史生君／田村貴寿君／大澤守門君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[お客様]

[お客様]

[会員誕生祝い]

立澤智様・熊澤美徳様

蜘手匠様・竹内達夫様

礒﨑貴史君

本日は新年度表敬訪問にお邪
魔させていただきました。1 年
間よろしくお願いいたします。

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[創立記念祝い]

吉川昌男君

山口知英君

堀口雅巳君

飯田隆三君

入会記念日をお祝いいただ
き、ありがとうございます。
早稲田の先輩に無理やり入
会させられて 23 年目です。
でも楽しいです。

51 年目に入ります。50 年間
の皆出席を達成しましたが、
これからは、メイクする事や、
夜間の出席が大変になってき
たので、気ままに出席させて
いただきたいと思います。
よろしくお願いします。

秋山

出席報告

会員数

58

52 歳になります。やっと人生の
折り返し地点です。来週の奥様誕
生日もよろしくお願いします。

一年間お世話になります。
よろしくお願いいたします。

出席計算に用いた数

56

入会記念日 を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。これからもどうぞよろ
しくお願いいたします。

H.7.7.7 創業で、24 年目に
なりました。何とかつぶれ
ないでやって行ける事に感
謝です。

哲也／ 出席・プログラム委員長

出席者数

36

出席率(％)

64.28

前々回修正出席率(％)

MAKE UP

なし

東井重和君→伊勢原中央 RC
伊勢原平成 RC
𡈽屋 修君→伊勢原平成 RC
萩原庸嘉君→現次米山奨学・学友・資金推進委員会
外谷正人君→奉仕プロジェクト合同委員会
田村貴寿君→青少年交換委員会・結団式・歓送会
米山クリーンキャンペーン
東井君・𡈽屋君・松下君・田中君・東君・仙波君
濵尾君・大垣君

委員会報告
＜堂前慶之/2018-19 年度会長＞
・[メーリングリストの登録について]
複数のメールアドレスが登録できますので、スマホのメールアドレスを登録されたい方はお知らせください。
＜萩原庸嘉/2018-19 年度地区米山奨学・米山学友委員会委員＞
・[2018-2019 年度 地区米山奨学会・学友会委員会報告]
６月 28 日最終員会において 米山奨学会小澤記念名誉理事・後藤理事歴代委員長・歴代委員長・現前委員長７名参加のも
と 2780 地区では、学友賛助会組織が承認されました。米山奨学会では支給奨学生に対しての給付は行われています。いっ
たん奨学生を卒業してからの学生は学友会と言う組織に編入されますが、其処の援助はなく(一部ホームカミング制度はあ
ります)学生や卒業生研究生に対しては独立組織として学友会が存在し、活動資金が常に枯渇しています。そこでロータリ
ー米山学友会賛助会員として年間 3,000 円/１人の会員を募集し学友会組織の確立を手助けしようと設立されました。
学友会のロータリアンへの活動はもちろん世界の架け橋になることですが、その一部として、毎年江の島クリーンキャンペ
ーン・米山奨学･学友会主催国際交流会・セミナーや米山事業･地区大会における積極参加と手伝い等々 様々な行事を展開
しています。我々ロータリアンも何らかの学友から矜持をもった活動で感銘を受けることが多々あります。賛助会員には率
先的に米山奨学･学友会事業への案内が発信される予定です。
どうかこの賛助会に賛同いただき会員に成って頂きたいとお願いします。尚追って詳しい参加方法や賛助会内容は都度報告
致します。

クラブ協議会
議会
田村

貴寿／会員増強・維持・分類委員長

《目的・方針》
2019-2020 年度の東井会長はＲＩ会長テーマを「ツナガリ」と受けとめ、それを基に「地域を変えるロータリアン」と示さ
れました。そして重点項目の一つに会員増強５名の目標を掲げられました。そこで、当委員会では、増強することで「質の高
い奉仕を実践し」、クラブの伝統を後世に「ツナゲル」事による維持活動を推進致します。
《活 動 計 画》
増強活動
1. 増強目標５名を達成する為に、10 名以上の候補者の情報収集を計画し推進に努めます。
2. 勧誘活動のＰＲシートを計画し、次年度以降に「ツナガル」資料を作成いたします。（リーフの説明）
3. ８月 21 日(水)に会員増強会議を開催いたします。（卓話の時間にて詳細説明します）
維持活動
1. 親睦委員会と連携を図りながら退会防止策のクラブ活性化に取り組みます。（9 月 2 周目に炉辺会合を行います）
2. 家族や親子の例会参観を計画し、家族が将来の会員候補として伝統を継承していけるように提案致します。

礒﨑

貴史／広報・雑誌委員長

《目的・方針》
当クラブの活動および会員について、多くの伊勢原を中心とした市民に知っていただくように広報します。社会奉仕、国際奉仕、青年
育成など各事業内容を広報することによって、公共イメージの向上を図ります。各委員会と連携して、具体的かつタイムリーに、各媒
体への投稿を行います。広報を会員増強や会員維持、ローターアクトやインターアクトの活動の動機づけに繋げます。
《活 動 計 画》
1. 米山クリーンキャンペーン、日展見学、学童野球大会、道灌まつりポリオ撲滅キャンペーン、ふれあい授業、青少年ダンス交流会、
渋田川芝桜プロジェクトなどの事業のタウン誌への広報
2. 「ロータリーの友」への寄稿
3. タウン誌に限らないメディア、SNS の活用

濵尾

ゆかり／スマイル委員長

《目的・方針》
嬉しかったこと、良かったこと等々会員の皆様にスマイルご協力頂けるような環境づくりを目指します。環境づくりの上では、
スマイルに繫がる様な情報提供を心掛けます。
《活 動 計 画》
1. 会員誕生日、配偶者お誕生日、結婚記念日、創立記念日、入会記念日には、記念品を贈呈し会員の皆様でお祝いいたします。
各記念日お祝いの会員の皆様からスマイルで 3,000 円頂いております。
2. 昨年に引き続き当クラブオリジナルのスマイルチケットを活用し、スマイル報告の機会を増やします。
3. 会員の皆様そして、新会員の皆様にはスマイル活動が社会奉仕や青少年奉仕の財源として重要な役割をしている事をご理解
いただけます様説明に心掛けます。
4. 嬉しかったこと・良かったことをスマイルで発表することにより、会員相互のコミュニケーションが増えます様きっかけ作
りに努めます。
毎週金曜日に次週のお客様ご案内や名言集をメールで発信し、つぶやきスマイルを皆様にいただけます様情報提供させて頂
きます。
5. 予算目標は 200 万を目指します。

外谷

正人／ロータリー財団委員長

《目的・方針》
財団の法人設立及び、細則に従って、ロータリー財団の管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。
また、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロー
タリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成する事である。
《活 動 計 画》
1. 財団寄付の目標額を、会員各自$200 以上を目標とします。
2. 財団 BOX を利用し、1 円からでも寄付が出来る様にします。
3. 財団への寄付が何に使われているかを、例会時に説明します。
4. 年 4 回以上、寄付金額の報告を例会時に行います。
5. 地区財団委員会を呼び、財団への寄付についての卓話を致します。
6. ロータリークラブ公認クレジットカードの加入に努めます。

仙波

史生／米山奨学委員長

今年度の米山奨学委員会の委員長の仙波です。委員には、副委員長の萩原庸嘉さんをはじめ、濱田さん、松下さん、遠山さ
んと米山について経験豊富な方がそろっています。
私は、米山記念奨学事業が、日本のロータリー独自のものということくらいしかわかっていませんので、これを機会に皆様
と一緒に、米山記念奨学事業について、勉強していけたらと思っています。
米山奨学委員会では
7 月 7 日に実施された米山クリーンキャンペーンの他、10 月１6 日に、米山奨学生の卓話を予定するとともに、11 月 24
日に、米山学而国際交流会が実施される予定ですので、皆さんと一緒に参加したいと思います。
★米山奨学会の寄付目標額は、今年も会員１名につき、２万円を目標とします。
よろしくお願いいたします。

秋山

哲也／出席・プログラム委員長

《目的・方針》
会員が楽しめる、魅力あふれる例会づくりを目指します。事前の声掛け、会員相互で連絡を取合い、出席率向上を目指します。
《活 動 計 画》
1. 出席率 70％を目指し、魅力ある例会づくりを目指します。
2. 欠席者には事前メイクアップのお願いし、出席率向上につなげます。
3. 例会出欠席の管理を徹底して出席率向上につなげます。
4. 会場監督及びその他委員会と協力し、魅力あふれる例会づくりを目指します。

天野

耕一郎／親睦委員長

委員長は私天野が務めさせていただきます。副委員長に渡邊さん、委員として井戸川さん、佐藤さん細野喜さん、井上さん服
部さん細野圭さん、大滝さんの計 10 名です。他の方にも何かとお手伝いをお願いすることになるかと思います。その節はよ
ろしくお願いいたします。
《目的・方針》
「親睦」とは、様々な活動を行う上でロータリーという植物が根をはり成長するために必要な土壌であります。そのために会
員及びその家族の友好を深めることと、それにより全ての運営に寄与することを目的とします。
《活 動 計 画》
1. 納涼例会(8 月)となっていますが、先にご案内しているように 7 月 31 日に開催されます。既に５０名の参加をいただい
ておりますが、まだまだ余裕がありますので多数の参加をお待ちしております。
2. クリスマス例会(12 月)12 月 18 日の水曜日に開催いたします。夢のようなクリスマス会にしたいと思っております。
3. クラブ合同例会(1 月)は 3 クラブ合同例会で今期は平成 RC がホストということであまり出番はないと思っています。
4. 親睦旅行 は 5 月 27 日に行います。とても楽しい旅行を企画中ですのでその日は日程を開けておいてください。
5. その他、上記行事に参加できない方を中心とした親睦会とありますが、これは会員増強委員と協力して親睦での例会にゲ
ストをお呼びするという内容です。近々に行われます納涼例会にも既に数名のゲストをお呼びする予定です。

大澤

守門／クラブ会報委員長

年度ごとに積み上げてきた目標として下記をクリアしてきました。
1. 掲載原稿の簡略化
2. 魅力ある誌面づくり
3. 会報のフォマーット化
今年度は、卓話をはじめ、発言されるみなさまから原稿を全てデータでご支給いただくよう働きかけ会報制作工程をより簡
略化していきたいと思います。
1 年間ご協力の程、よろしくお願いします。

堀口

雅巳／職業奉仕委員長

今年度、委員長を務めさせていただきます堀口雅巳です。副委員長に加藤宗兵衛さん、加藤さんは 12 月まで JC で忙しく、
委員の増田先生、須藤先生、旗川さんも日々忙しく例会出席もままならない状況の委員会ですが、皆様のご協力を頂きこの 1
年間の活動を行って行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
クラブ委員会活動計画書に記載させて頂きましたが、目的・方針として職業奉仕（ガバナンス、コンプライアンスおよび職業
倫理、社会倫理）のさらなる理解と実践を通して、会員各企業の発展に寄与するとともに、結果として地域社会の繁栄、地域
住民の幸福に貢献できればと思います。活動計画は、会員による講演や卓話をお願いする。昨年同様に中学校におけるふれあ
い授業における講師選定などの支援協力を行って行きますので、会員皆様のご協力を重ねてお願いします。

東

学／社会奉仕委員長

副委員長 山口知英さん、委員 飯田隆三さん、仲西栄治さん、山田昌紀さん、私の 5 名の委員会体勢となります。皆様よろ
しくお願い致します。
社会奉仕委員会は年度開始前の委員長会議にて東井会長より年間の事業活動の指示を受けておりますので現時点での決定事
項と予定をお話させて頂きます。
8/24 (土) 伊勢原市野球協会学童部交流野球大会にて会長・幹事・青少年奉仕委員会のお手伝い
10/5,6 (土・日) 道灌まつり 3 クラブ合同キャンペーン（予定）本年度は伊勢原平成ロータリークラブが主管。8 月ごろ召集
されると思われます。そこで詳細を決定します。
11/15 (金) 伊勢原中学校ふれあい授業 7/11 東井会長打合せ・窓口となる先生を教えて頂き、7 月中に学校へ出向き、要
望を聞く。職業奉仕委員会（堀口委員長）と協力して事業を進めてまいります。
芝桜の手入れは通年を通して行う予定。近隣住民の方がこまめに手入れをして下さっていますので日程を調整して合同で行う
事も考えています。
本年度も奉仕活動のご参加にご協力お願い致します。

貝原剛規／青少年奉仕委員長
青少年奉仕委員長の貝原です。本委員会は、今年度国際ロータリーのメインテーマである人と人とのつながりを強く意識し、
我が伊勢原ロータリークラブ会員が一丸となってリーダーシップをとり、日本の将来を担う地域の子供たちに、スポーツ、芸
術、芸能、職業講和など、例年以上に多角的な経験の場を提供します。青少年プログラムに際してはリスク管理を徹底し、広報
委員会と密に連絡をとりながら、健全かつ安心なロータリー活動を伊勢原市民に広く訴えて参ります。我が伊勢原ロータリー
クラブの活動が伊勢原市民のリーダーとして、東井会長のテーマである地域を変えることに繋がると期待します。会員の皆様
のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

