2019-2020 年度

第 2613 回例会
令和元年 9 月 4 日（水）曇り
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延原昌樹様
ガールスカウト神奈川連盟第 33 団／ 清水香様

2019-2020 年度／東井 重和会長
本日は伊勢原ロータリークラブのスポーツ振興
基金奨励金の贈呈式と、ボーイスカウト・ガー
ルスカウトの助成金の贈呈式がございます。
スポーツ振興基金に限りましては、昭和の 53
年の設立で 41 年が経過しております。かなり
の期間を隔てているわけですが、継続させるの
はチャーターメンバをはじめ、歴代の先輩たち
が支えてきたのは、間違えございません。改め
て、敬意を表したいと存じます。最近まで体育
の日がございました。10 月 10 日でしたが、
やはりその時期が一番のスポーツに適した次期
ではないでしょうか。昨今は贅沢な時代が来て
おりまして、私も運動不足と食生活が若干みだ
れておりまして、体も正直なもので検査等の数
値が思った通り段々と悪くなっております。国
の莫大な医療費のかなりの部分がそういった環
境から出ているらしく、数年前から医師よりも
保健師さん等に厳しく指導されております。
後ほどお客様の皆様には表彰をさせていただき
ますが、これをきっかけに当クラブの 41 年前
の趣旨を改めて理解し良い体調管理を心掛けて
まいります。
来週は炉辺会合、がバナー補佐訪問 10 月には
いり道灌祭り麻薬撲滅キャンペーンと続きます
が、皆様のご参加お待ちしております。

今後の予定
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[第 2616 回]
[第 2617 回]
[第 2618 回]

炉辺会合
ガバナー補佐訪問
卓話：外谷正人君/理事会開催日
ガバナー公式訪問
3RC 道灌まつりキャンペーン・合同例会

幹事報告
★ガバナー事務所より
・９月のロータリーレートのお知らせ 1 ドル＝106 円
・豪雨による北九州被害地への義援金協力依頼が配信されております。
寄付の目安として 1 人当たり 500 円以上のお願い。
9/27(金)迄
★第 2780 地区 杉岡芳樹ガバナーより
2022～2023 年度ガバナー・ノミニー選出の件/ガバナー・ノミニー候補者提案
に関する告知
が届いております。
クラブから最適任の会員を、2019 年 11 月 1 日(金)12：00 迄にガバナー事務所
気付 地区指名委員会宛に郵送又は持参することを要請します。
★伊勢原平成 RC より
道灌まつり/薬物乱用防止＆ポリオ撲滅キャンペーンのご案内が届いております。
10 月 6 日(日) 集合場所 横浜銀行駐車場
理事・役員は 9：00 集合（会場準備等）
各会員は
9：30 集合(グッズ袋詰め等)
10：00 より開会式
10：30 より街頭キャンペーン開始
12：00 より料亭こみやで合同例会 13:00 閉会
当日は３RC 赤 T シャツの着用と、クラブの幟旗を３本用意。
参加者人数返信締め切り：9 月 26 日(木)迄
★大山阿夫利神社より
秋季大祭のお礼状が届いております。

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／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／山田昌紀君／外谷正人君
礒﨑貴史君／大澤守門君／堀口雅巳君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[配偶者誕生祝い]

[入会記念祝い]

築城忠生君

堂前慶之君

入会記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。

[入会記念祝い]

加藤桂君

入会記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。

入会記念日を祝っていただき、ありがとうございます。入会 4 年目です。
まだまだ新会員の気持ちが抜けませんが、よろしくお願いいたします。8 月
に株主総会がありました。役員任期が 2 年で、今年改選でした。規定通り、
無記名投票の選挙の結果、代表取締役続投となりました。頑張ります。
。

[創立記念祝い]

[創立記念祝い]

萩原庸嘉君

高梨浩樹君

会社創立 55 年。代替わりして 20
年。そろそろ次へバトンタッチ
を望んでいます。

入会記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。

濵尾 ゆかり／ 出席・プログラム委員長代理

出席報告
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

55

34

61.80

なし

外谷正人君→奉仕プロジェクト合同委員会

委員会報告
＜外谷正人/ロータリー財団委員長＞
[財団 BOX]
財団 BOX を東会員に作っていただきました。本日からスマイル BOX の横に置かせていただきます。皆様のあ
たたかい寄付を、お待ちしております。
スポーツ振興基金スポーツ奨励金贈呈式

田中 徹／スポーツ振興基金運営委員
この度表彰を受けられます４名の皆さま、おめでとうございます。そして、伊勢原市保健福祉
部長の吉川様、お忙しい中御臨席を賜りまして誠にありがとうございます。スポーツ振興基金は
市内の民間スポーツ団体、個人に対して補助金の給付を行い、市民の心身の育成に貢献すること
を目的に昭和 54 年に創設されました。以来、多くの個人、スポーツ団体に対して給付を行って
おり、本年度は個人４名の方が受賞されます。また、当クラブはこの他青少年の健全育成を目的
とした青少年育成基金を実施しております。
この基金を活用した事業としては直近では 3 月に開催したダンスフェスティバルがあります。市内の３つの高校の生徒、市
内ダンスクラブの子供達が文化会館の大ホールで躍動しました。このフェスティバルは大盛況に終わりました。このように私
たち伊勢原 RC は基金を活用しながら今後も様々な奉仕活動を実施して行く所存です。これからもよろしくお願いします。

吉川武士様／伊勢原市保険福祉部部長
本日受賞されます４名の方々、おめでとうございます。皆様はそれぞれの分野、それぞれの立場
から長年に渡り本市のスポーツ振興に御貢献頂きました。また、ボーイスカウト、ガールスカウ
トの皆様、日頃から本市の青少年の健全育成にご協力頂きまして誠に有難うございます。市とし
てはスポーツ振興、青少年健全育成のために様々な政策事業に取り組んでいますが、行政の力だ
けではなかなか進めることができません。このような市民の皆様、関係団体の皆様のご協力が必
要不可欠です。今後ともご尽力賜りますようお願いいたします。伊勢原 RC におかれましては、日頃から街づくりの様々な分
野でご支援いただいており、この場をお借りして御礼申し上げます。またスポーツ振興基金につきましては、41 年という長
きに渡りスポーツ推進にご尽力いただいております。今後ともご支援賜りますようお願いいたします。
<受賞者>
八島満雄様／伊勢原市スポーツ推進委員協議会
例会にお招き頂き、このような表彰を頂き恐縮です。スポーツ推進協議会に入って 13 年です。
これからも益々頑張ります。有難うございました。
椿原政好様／伊勢原市スキー協会
今日はお招き頂き有難うございます。現在は顧問という形でスキー協会のお手伝いをさせて頂いてお
ります。スキー協会も発足 41 年。当時から比べると人数は減少傾向にありますが、そんな中スタッフ
が色々と頑張ってくれて、現在まで来られました。これからも地域の皆様の健康の為に、引き続き頑張
りたいと思っています。
川嶋正人様／伊勢原市サッカー協会少年委員長
今日はお招き頂き有難うございます。子供達とサッカーを初めて 20 年になります。伊勢原は少年サッ
カーチームは 500 位あります。伊勢原の優秀なお子さんのお陰で私はこの賞を頂けたと思っています。
今の私のチームに U18 の日本代表に選ばれた子がいます。ぜひ応援してください。
松本鉄雄様／伊勢原市柔道協会
本日は、会にお招き頂き、また表彰頂き有難うございます。現在どこの柔道協会も子供が減少してお
り、大変な状況です。そんな中で伊勢原の柔道協会は 30～40 人おり、県内では多い方です。伊勢原の
子供たちに柔道を通して健全育成をしていきたいと思っています。今後とも宜しくお願いします。

ボーイスカウト・ガールスカウト助成金贈呈式

ボーイスカウト伊勢原第 1 団
延原昌樹樣

ガールスカウト神奈川連盟第 33 団
清水香様

