2019-2020 年度

第 2607 回例会
令和元年 7 月 24 日（水）晴れ

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

会長あいさつ

2019-2020 年度／東井 重和会長
多田さんの件、ご報告いたします。
６月下旬から体調を崩され２週間ほど入院をされて
いたそうです。今は退院され通院しながらの療養中
ですが,まだ完治にはいたっておらず、復帰される
のはもう少し先になりそうとの事でした。ご報告が
遅れまして大変申し訳ありませんでした。
本日の会長挨拶は、お渡ししているクラブ計画書の
行事予定についてご連絡差し上げます。まだ理事会
にて正式な承認をうけておりませんが、大まかな行
事をお伝えいたします。まず、8 月 21 日に卓話の
時間をつかわせていただき、会員増強会議を開催い
たします。田村委員長の取仕切りとなりますので、
是非候補者の選出を宜しくお願いいたします。8 月
24 日土曜日に、伊勢原市学童部野球大会を開催い
たします。一試合予定をしておりますので野球同好
会のメンバーを中心にお願いいたしたく、それと、
かき氷等色々とお手伝いがあるのでご協力お願いし
ます。９月４日スポーツ振興基金贈呈式がございま
す。例年通りの予定ですが、最後に関係者の集合写
真撮影がございます。宜しくお願いいたします。
9 月 11 日の週に炉辺会合を開催いたします。議題
は会員維持について、楽しい例会のやり方や、こん
な奉仕・親睦活動をしたい等色々なご意見がうかが
えればと思います。9 月 9 日月曜日から 14 日の土
曜日まで各日 10 名程度で行います。10 日の火曜日
はグループの会長幹事会がございますので、他の理
事にお願いしたいとおもいます。11 日はこの照国
での例会は開催いたしませんので、ご注意お願いし
ます。会員増強会議に出た候補者を炉辺会合へ参加
してくださればベストだと存じます。
またの予定はご連絡いたしますので、沢山の参加で
楽しく過ごしていただければと存じております。
来週の納涼例会もたくさんの参加ありがとうござい
ます。

点鐘

東井 重和会長

ロータリーソング

手に手つないで
四つのテスト 吉川 昌男会員

司会進行

築城 忠生

お客様

井上 善博様／秦野ロータリークラブ

会長エレクト

今後の予定
・8/7
・8/14
・8/21
・8/28

[第 2609 回]
[第 2610 回]
[第 2611 回]
[第 2612 回]

卓話：堀口雅巳君
夏季特別休会
会員増強会議/田村貴寿委員長
卓話：仙波史生君

幹事報告
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
・8/14 [第 2610 回] 夏季特別休会
・8/21 [第 2611 回] 会員増強会議/田村貴寿委員長
★RI より
国際ロータリー人頭分担金請求書が届いております。

＄2,035.33

・7/24 [第 2607 回] 卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
・7/31
回] 納涼例会
★2019-20[第
年 2608
杉岡ガバナーより
2022 年規定審議会代表議員選出の件/代表議員候補者提案に関する告
・8/7
[第 2609 回] 卓話：堀口雅巳君
知 が届いております。
・8/14
[第 2610 回] 夏季特別休会
★ガバナー事務所より

・7/17
[第 2606 回] 卓話：松下
孝君(直前ガバナー補佐)
・会員増強・会員維持委員会
卓話希望クラブ事前アンケートのお願い
・7/24
[第 2607 回] 卓話：築城忠生君(直前グループ幹事)
が届いております。
回答締切：7/31(水)
・7/31
[第 2608 回] 納涼例会
・青少年交換
・8/7
[第来日・帰国学生オリエンテーション/解団式のご案内が配
2609 回] 卓話：堀口雅巳君

信されております。
日 時 2019 年９月 7 日（土）14：00 ～ 17：00
場 所 アイクロス湘南 6 階「E 会議室」※辻堂駅北口より徒歩３分
・7/10
[第 2605年度来日学生スピーチ
回] クラブ協議会(委員長所信表明)
内 容 2019-20
「自己紹介」
「帰国報告会」及び解団式
・7/17 2018-19
[第 2606年度派遣学生
回] 卓話：松下
孝(直前ガバナー補佐)
・ロータリー奨学生の選考試験日について変更のお知らせが配信されて
・7/24
[第 2607 回] 卓話：築城忠生(直前グループ幹事)
おります。
2020-21 年度ロータリー奨学生選考試験日 10 月 27 日(日)から 11 月
2 日(土)に変更

・6/26 [第 2603 回] 納会(夜間例会)
★例会変更のお知らせ
・7/3
[第 2604 回] クラブ協議会(会長・役員所信表明)
秦野 RC [第 2605 回] クラブ協議会(委員長所信表明)
・7/10
８月 13 日(火) 休会(お盆)
・7/17
[第 2606 回] 卓話
８月 27 日(火) 夜間例会 点鐘 18：30 秦野商工会議所４階

井上 善博様／秦野ロータリークラブ

お客様ご挨拶

秦野ロータリークラブに入っておりますが、自宅も、事業所も伊勢原にございます。
ではなぜ秦野か？と申しますと、私のスポンサーである方に、
「君、お墓はどこだ？」と聞か
れ、
「秦野です。
」とこたえると、
「なら君は秦野ロータリーだね。
」と言われ今に至ります。
今日一日、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／田中徹君／松下孝君／飯田隆三君／井戸川秀治君
堂前慶之君／外谷正人君／堀口雅巳君／天野耕一郎君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[会員誕生祝い]

[お客様]

大谷聰君

井上善博様
東井さん、会長就任おめでとうご
ざいます。同級生で一番早く会長
になられたと思います。今後共、
秦野 RC との広域連携も期待しつ
つよろしくお願いします。

[入会記念祝い]

村上一秋君

礒﨑貴史君

𡈽屋修君

配偶者誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。年齢は秘
密です。

妻の誕生日を祝っていただき、ありがと
うございます。妻が昨日 ‷とうとう 28
歳になってしまった”と言っていました
…最近、本当の年齢がわからなくなって
しまいました…

[入会記念祝い]

貝原剛規君

入会記念をお祝いいただき、ありがと
うございます。6 年目になりますが、
3 年寝ていたので実質 3 年目です。

入会記念日を祝っていただき、ありがとうございます。入会 6 年目になりました。
同期の外谷幹事、𡈽屋幹事の活躍を横目に、自分もクラブの中心的役割を担わなけ
ればいけないと考えながらも、いつも仕事を言い訳に研修会やクラブ活動に参加で
きない日々にモチベーションがかなり落ちてきていたのですが、東井会長、濵尾ス
マイル委員長に背中を押していただきまして、どうにか 6 年目を迎えました。今年
は青少年奉仕委員長として活躍させていただきながら、ロータリアンとしてのプラ
イドを持って、7 年目に繋がる目標を探しながら、積極的に過ごしたいと思ってい
ます。皆さんどうぞ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

出席報告
出席計算に用いた数

58

[配偶者誕生祝い]

山口知英君

誕生を祝っていただき、ありがとうご
ざいます。今月 27 日に 86 回目を迎
えます。自分のことながら「オドロキ」
です。

[入会記念祝い]

入会記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。

会員数

[配偶者誕生祝い]

56

出席者数

33

出席率(％)

58.92

前々回修正出席率(％)

なし

MAKE UP
＜事前＞
堂前慶之君→地区会員増強・会員維持委
員会
米山クリーンキャンペーン
井戸川君・天野君・仙波君

委員会報告
＜田中 徹/クラブ管理運営委員会統括委員長＞
・[納涼例会開催]
日
時 : 7 月 31 日 (水)
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
会
費 : 会員・家族会員ともに 3,000 円／名
＜田村貴寿/会員増強 維持 分類委員長＞
[新会員候補者について]
委員会を行い、新会員候補者のお名前が何名か出て参りましたので、回覧いたします。他にご存じの方いらっしゃいまし
たら、ご記入お願いいたします。
＜東 学/社会奉仕委員長＞
[ふれあい授業について]
11 月 15 日(金) 伊勢原中学校 講師のお願いに参りますので、よろしくお願いいたします。

卓

話
築城 忠生／直前グループ幹事

■東井会長からの卓話の依頼
3 ヶ月ほど前にグループ幹事の報告をしなさいと言われ大変光栄に感じました。出向者への細かな気配りをされる会長と感じ
ました。また日頃、お父様に対して敬いの心遣いも感じます。とても立派な会長だと感じています。会長の期待に応えるべく
グループ幹事をつとめて感じたこと率直に話したいとおもいます。
■松下パストガバナー補佐との出会いとリーダー像
最も衝撃的なことは、2011 年 9 月にクラブの幹事を打診されたこと、震災の直後 2011 年 3 月入会から半年後の出来事でし
た。スポンサーの一人でもある飯田さんからも背中をおされ返事をしました。
幹事を引き受けた直後に川幸で会食、たぶん二人で向き合って飲んだのは最初で最後、固めの杯をかわし師弟関係ができまし
た。
・2012-13
・2013-14
・2015-18
・2018-19

伊勢原クラブ 幹事
地区 クラブ奉仕委員会の委員長に同行
東京ビアウィークというクラフトビールの普及活動に没頭
第７グループ幹事

折に触れ、クラブ歴史、クラブのあり方、人生観などをお聞きしたが、クラブ幹事やグループ幹事の運営には一言も口をださ
なかった。クラブ幹事のときは「クラブ計画書を作って下さい、期限は 6 月まで」と言われただけでした。
私は JC などで組織運営の経験がありますが、失敗をおそれず経験を積ませるという姿勢や覚悟はすばらしいと感じています。
何も言わないというパストガバナー補佐のリーダー像がありました。
■第 7 グループの幹事とは
グループ幹事の役目は文字通り補佐のアシスタントです。会議資料は補佐が用意されたので運営面を担当しました。
・月一度の会長幹事会運営
・地区方針（財団 米山 増強）の推進や、合同事業である IM のコンセンサス
ちょっと堅い内容を楽しく話し合えたという印象です。メンンバーにも恵まれましたが、何人かのムードメーカーが補佐を支
えてくれました。今日もこれから強羅花壇で打上がおこなわれます。これから何らかの形でつながっていくのだと感じていま
す。こうした人の出会いは私の財産になると思っています。
■これからの地区やグループについて
伊勢原クラブ会員増強を成し遂げましたが、他のクラブでは会員の極端な増加はむずかしいと思います。また 20 名以下のク
ラブは合併という流れがあります、運営上では必然的だと感じます。またマイロータリーなど IT 化によって地区やグループ
のあり方にも変化すると思われます。たとえばガバナー訪問も簡素化されると聞いています。伊勢原クラブは変化に耐えなが
ら進化してきたのかも知れません。
■最後に
国際ロータリーというグローバルな組織の中で、クラブ会員として責任を果たしていく事が大切だと感じます。人頭分担金、
加盟金、財団、米山、会員増強。そして地域での奉仕活動。そして松下パストガバナー補佐が伝えようとしている人材を育み・
輩出することの大切さがあります。
地域社会や地区、グループでの信頼関係を高めて「伊勢原クラブは素晴らしい！」と評価されることが大切であり、やがてそ
れぞれメンバーの誇りとなると思います。
とりとめのない話となりましたが、機会を与えていただいた東井会長に感謝申し上げグループ幹事報告にかえさせていただき
ます。

