2019-2020 年度

第 2627 回例会
令和元年 12 月 11 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

点鐘

東井 重和会長

ロータリーソング

それでこそロータリー
四つのテスト 濵尾ゆかり会員

司会進行

築城 忠生

会長エレクト

今後の予定

2019-2020 年度／東井 重和会長
忘年会シーズン真っただ中ですが、皆様お疲れ気味では
ないでしょうか？寒さも段々と厳しさを増してきており
ますのでご自愛宜しくお願いいたします。
いよいよ、来週の水曜日にクリスマス例会がございます。
何度も申し上げますが、近場でたくさんの会員の皆様に
気軽に参加していただきたいと強く思い
伊勢原駅近くの天で開催いたしますが、趣旨をご理解い
ただき会員さんだけで５０名の参加となっております。
内容も充実しており、次年度、時次年度につながる例会に
なればと存じております。
また、１２月７日に地区の新会員の集いに和田新会員と
大垣増強副委員長と私３名で行ってまいりました。
１４時から予定は２０時までと長丁場でしたが、１６ほ
どのテーブルに分かれ講演会が２度あり
その後２回、それぞれ１時間のディスカッションがござ
いました。和田さんのテーブルは発言の機会がおおかっ
たらしくかなりしゃべっておられました。私のテーブル
も話が政治問題まで発展しサブリーダーがビシッと取仕
仕切ってる場面もございました。私自身も当時の新会員
の集いでは下向いて過ごしておりましたが、何とかしゃ
べってまいりました。終えあってから和田さんと反省会
をしたのですが思ったより楽しく良い経験をさせていた
だいたちの事です。
まだ、参加されてない会歴の浅い会員の方には是非参加
をお勧めしたいと思っております。
それと、いよいよ準備も進んできております、ダンスフィ
ステバルのお話です。
当クラブ自慢の青少年奉仕活動の一つですが、今年度の
大きな事業の一つとなっております。
内容等は堂前年度で盛大に行われた事業を踏襲しており
ますが、さすが今回担当してくださった松下実行委員長
更にその事業に肉付けしていく予定でございます。内容
はポリオのキャンペーンや米山奨学の周知などになると
思いますが、青少年の育成と伊勢原 RC の PR そして地域
の活性化に大きくつながっていくと思っております。
これらを実行するためには会員の皆様の大きなご協力が
必要不可欠です。何とかご対応を宜しくお願い申し上げ
ます。
本日はクラブ総会をさせて頂きます。ご確認とご承認の
ご審議宜しくお願い申し上げます。
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クリスマス例会
特別休会
特別休会
3RC 合同夜間例会及び新春賀詞交歓会
振替休会
卓話：東井和重会長
クラブ年次総会

幹事報告
★ガバナー事務より
・2020-21 年度実施プロジェクト向け「第２回地区補助金説明会」の
ご案内が配信されております。
日時
2020 年 1 月 25 日（土）13：00 ～ 15：00
第2回
地区補助金説明会
場所
藤沢駅南口 第一相澤ビル 3 階「会議室」
登録締切 1/20(月)迄
★伊勢原市商工会より
四団体共催新春講演会並びに役員賀詞交歓会開催のご案内が届い
ております。
新春講演会
日時
令和２年 1 月 8 日(水) 受付 14:30 開会 15:00
会場
伊勢原シティプラザ 3 階 研修室
賀詞交歓会
開会
17:00
会場
伊勢原シティプラザ 1 階 ふれあいホール
出欠返信 12/20(金)迄
★一般財団法人比国育英会バギオ基金より
2018 年度事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願いが届いて
おります。

お礼の贈呈

表彰式
第 2 回東井・𡈽屋年度ゴルフコンペ
10/31 清川カントリークラブ
優勝 細野圭司君

スマイル報告

伊勢原 RC 事務局がお世話になっている
横浜銀行伊勢原支店にお礼
支店長 遠山久恵君

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／佐伯崇興君／山口智英君／松下孝君／堂前慶之君／戸田裕士君
外谷正人君／田村貴寿君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

東井重和君

大澤守門君

熊谷勝利君

荒巻哲朗君

会員誕生日を祝っていただき、あ
りがとうございます。

[結婚記念祝い]

細野圭司君

会員誕生日を祝っていただき、あ
りがとうございます。後 10 日で
50 歳になります。先日天野さん
に「クッキーはもう古い！」と言
われたので、新しいネーミングを
募集します。

[創立記念祝い]

小泉隆一郎君

会員誕生日を祝っていただき、あ
りがとうございます。大谷さんあ
りがとうございます。

[創立記念祝い]

創立をお祝いいただき、ありがと
うございます。29 年になります。
30 周年どうしようか迷っていま
す。

出席報告

秋山哲也／ 出席・プログラム委員長

会員数

出席計算に用いた数

58

56

出席者数

31

出席率(％)

55.35

[創立記念祝い]

戸田裕士君

結婚記念日のお祝い、ありがとう
ございます。29 年目を迎え、こ
れからも健康管理に気を付けた
いと思います。

奥様誕生日を祝っていただき、あり
がとうございます。妻にコメントを
聞くと”明日ありと思う心の仇桜 夜
半に嵐の吹かぬものかは“親鸞聖人。
先の事はどうなるか分からぬゆえ、
今を大切に生きようと思います。

遠山久恵君

創立記念日を祝っていただき、あ
りがとうございます。毎日花にか
こまれて、幸せにお仕事できるこ
とに感謝です。

創立記念日を祝っていただき、あり
がとうございます。
来年横浜銀行は 100 周年を迎えま
す。引き続き頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

前々回修正出席率(％)

MAKE UP

58.92

＜事前＞
飯田隆三君→伊勢原中央 RC
外谷正人君→奉仕プロジェクト合同委員会
東井重和君→新会員の集い
大垣真一君→新会員の集い
和田 毅君→新会員の集い
＜事後＞
井戸川秀治君→伊勢原中央 RC

前年度報告
＜小泉隆一郎/前年度会計＞
[2018-19 年度決算報告]
別紙にて報告

委員会報告
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
[クリスマス例会]
12 月 18 日(水) 18:45～ 天 (伊勢原駅北口市営駐車場前)
プレゼント事前用意：12/11(水)迄

＜外谷正人/財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 14 口 財団寄付をいただきました。

クラブ年次総会
築城忠生／次年度会長
9/27 に指名委員会を経て 3 名の理事と会長ノミニーを選出いたしました。
会長ノミニー ： 東
学君
理 事
： 田中 徹君（会員委員会）、
東
学君（クラブ会員委員会）、
東井 重和君（奉仕プロジェクト委員会）、
井戸川 秀治君、小泉 隆一郎君、松下 孝君
萩原 庸嘉君（会計）
天野 耕一郎君（幹事）
築城忠生君（会長）
役 員
： 田中 徹君（会長エレクト）、東 学君（副会長）、萩原 庸嘉君（会計）
天野 耕一郎君（幹事）、築城忠生君（会長）

東 学／次年度副会長挨拶
大変ありがたいことに、次年度副会長にというお話を頂きました。お受け致しましたので、宜しくお願いします。
前回幹事をやった後、近しい友人には２度と前の席に座るのは嫌だと言っていた時期もありましたが、諸先輩方
の「ロータリーに入ったら一度は会長をやった方がいい」というお言葉を素直に受け入れようと思い、お話を受
けさせて頂きました。まだまだこれからですが、精進致しますので、次年度以降宜しくお願いいたします。
田中 徹

／次年度会長エレクト挨拶

次年度会長エレクトとしてやって行く訳ですが、エレクトとは次の会長の職務を勉強する期間だと聞いておりま
すので、来年 7 月から会長の動きを中心に見てやっていこうと思います。
ノーベル賞を受賞された吉野先生が地元の小学生に向けたメッセージで、目標と好奇心を持って人生を送って下
さいと言っておられましたが、私も 2 年後を見据えて色々な物に興味を持ちながら目標に向かって、来年 1 年を
会長の勉強期間として行きたいと思います。宜しくお願いします。

築城忠生／次年度会長挨拶
次年度会長、会長エレクト、副会長（築城、田中、東）が中核を為すと思います。事実上私の右腕左腕となって行
くと思います。宜しくお願いします。そして、私が来年会長をするに当たり、思っていることをお話します。
昨年度は松下ガバナー補佐と共に第７グループの幹事を務めました。この間非常に多くのことを学びました。そ
の経験と 9 月の炉辺会合時に頂いた皆様からの沢山のご意見を元に会長の方針を作りたいと思います。今このク
ラブでは何が必要か、何をしなくてはいけないか、私なりに見えて来た 3 点をご紹介します。
1． 国際ロータリーとの関係
→国際ロータリーへの義務を果たすことが大切。提唱される課題に果敢にチャレンジする。
2. 戦略計画
→クラブの目標、ビジョンを明確にする。
3. 日本の食文化、地域の食にスポットを当てて、例会を形作って行きたい。
この３つを指針に、後半年をかけ肉付けをして行きたいと思っています。

