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第 2632 回例会
令和 2 年 1 月 15 日 (水) 晴れ
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2019-2020 年度／東井 重和会長
昨年からクリスマス例会・3RC 合同例会、各委員会活動
と活発な活動をしていただきありがとうございます。
すっかりとお正月気分も抜けへたところですが、相変わ
らず気温の変化が激しいです。今年は暖冬ということで
すが、気を緩めず体調管理を宜しくお願いします。
昨年のクリスマス例会では総勢 60 名近い参加となり大
変盛況な会となりました。
参加者の皆様と親睦委員会の皆様ご協力ありがとうござ
いました。
また、やむを得ずお越しになれなかった会員の皆様の為
に、5 月の親睦旅行は参加しやすい会をまた企画中でご
ざいますので、楽しみにしていただければと存じており
ます。
今年は令和初のお正月・オリンピックイヤーと何かと変
化の多いい年になるのではないかと思っております。
我々はその変化に対応する力をつけ地域のリーダーとし
て活躍しなければなりません。そのためにも是非このク
ラブを利用していただき何かのきっかけを作っていただ
ければと存じております。
3 月に入りますと、IM、平成 RC の 30 周年式典、ダンス
フィステバルと行事がつづきますが、参加とご協力を宜
しくお願いいたします。ダンスフィステバルでは繰り返
しますが、松下実行委員長のもと順調に推移しておりま
すが、所々に当クラブの PR や米山の学友を呼んでスピー
チしてもらおうとかの案が出ております。その時は各委
員長のご協力を是非宜しくお願いいたします。

今後の予定
・1/22
・1/29
・2/5
・2/12

[第 2633 回]
[第 2634 回]
[第 2635 回]
[第 2636 回]

クラブ協議会
卓話：飯田歩君
卓話：堂前慶之君
卓話：渡邊健樹君

★ガバナー事務より
・1 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝110 円
・2020-2021 年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱の件が届いております。
パストガバナー/地区顧問委員会 委員 濱田勝彌様
・社会奉仕 卓話者派遣についてのご案内が配信されております。回答締切：1/17(金)
・ロータリー奨学生帰国報告会のご案内が配信されております。
日 時 2020 年 2 月 2 日（日）13：30 ～ 受付開始
14：00～15：30 第 1 部 奨学生帰国報告会
15：40～17：00 第 2 部
懇親会
場 所 湘南クリスタルホテル 3 階 参加費 3000 円/人 締 切 1/20(月)
・地区下半期人頭分担金送金依頼が配信されております。
本会計 下半期分 7,850 円（年額 15,700 円）･･･米山記念館維持費を含む
事業会計下半期分 4,150 円（年額 8,300 円）･･･新世代分担金を含む 送金締切 1 月中
・地区上半期・下半期比例人頭分担金送金のお願いが配信されております。
・2020 規定審議会立法法案提出のお願いが配信されております。
提出内容 （１）クラブにて採択された立法案（決議案）
（２）採択されたことを証明するクラブ会長、幹事の署名
（３）提案者による趣旨と効果に対する声明文（300 字以内）
締
切 3/19(木)
・2019-20 年度 下期普通寄付金送金依頼が配信されております。送金時期：2 月頃迄
・ハイライトよねやま 238 が配信されております。
★第７グループ I・M 実行委員会より
2019-2020 年度だい７グループ I・M のご案内が届いております。
開催日時
2020 年３月８日（日）
開催場所
クアーズテック秦野カルチャーホール 秦野商工会議所
登録締切
2/3(月)迄
★例会変更のお知らせ
・秦野 RC １月 21 日(火) → 秦野３クラブ合同新年会（夜間例会 点鐘 18：30）
於：秦野商工会議所 1 階
１月 28 日(火) → 休会
２月 11 日(火) → 休日休会
・秦野中 RC
１月 ３日(金) → 年始休会
１月 17 日(金) → １月 21(火) 3RC 合同新年会に振替
於：秦野商工会議所 1Ｆ 点鐘 18:30
１月 24 日(金) → 移動例会 点鐘：12:30 場所：北京館
・秦野名水 RC １月 2 日(木) → 例会はございません
１月 16 日(木) → 例会はございません
１月 23 日(木) → １月 21 日（火）秦野３ＲＣ合同新年会に振替
於：秦野商工会議所１階 点鐘１８：３０
１月 30 日(木) → 例会はございません
★大山阿夫利神社より
節分祭御奉仕ご案内が届いております。
日 時：2 月 3 日(月) 11:30～ 場 所：大山阿夫利神社下社
奉仕料：25,000 円
申込期日：1/16(木)迄
★大神宮より
節分祭御奉仕ご案内が届いております。
日 時：2 月 3 日(月) 受 付：14:30～ 祈願祭 15:00～ 参加料：12,000 円(お１人)

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／松下孝君／小泉隆一郎君／井戸川秀治君／渡邊健樹君／外谷正人君／堀口雅巳君／濵尾ゆかり君
[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生・結婚記念祝い]

濱田勝彌君

小山博正君

村山恵子君

間壁みみ君

吉川昌男君

会員誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。97 才になります。

会員誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。1 月 11 日で 48 才と
なった年男です。今年もよ
ろしくお願いいたします。

会員誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。これからも元気に頑張
りたいと思います。

会員誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。

会員誕生日・結婚記念日を
祝っていただき、ありがと
うございます。

[配偶者誕生祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

堂前慶之君

東井重和君

松下孝君

田村貴寿君

佐藤美成君

配偶者誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。今年は犬連れ旅行と新し
いスマホがプレゼントです。

入会を祝っていただき、あり
がとうございます。10 年目
になりましたが、今年も皆勤
賞目指して頑張ります。

[入会記念祝い]

濵尾ゆかり君
入会を祝っていただき、
ありがとうございます。

入会記念を祝っていただ
き、ありがとうございます。
2000 年 1 月入会ですので
丸 20 年になるのでしょう
か？今年は還暦です。少し
体に気を付けたいです。

入会記念を祝っていただ
き、ありがとうございま
す。あっという間に 5 年
も経ちました。これからも
よろしくお願いします。

[創立記念祝い]

[創立記念祝い]

礒﨑貴史君

入会記念を祝っていただき、あ
りがとうございます。なるべく
例会行事等出席を心がけてい
ます。今後ともご指導のほどよ
ろしくお願いいたします。

村山恵子君

創立 20 年目に入りま
す。真面目にやっていれ
ば自社ビルが建ってた
はずなのに。

創立記念を祝っていただき、あ
りがとうございます。朝ドラで
放送されていることもあり、少
しずつ上昇気流です。これから
もよろしくお願いいたします。

村山恵子／ 出席・プログラム副委員長

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

57

56

29

51.78

なし

なし

会長新年抱負
東井重和／会長
それでは新年抱負という事でお話させていただきます。
最初にここ数十年の商売を中心とした私の感じた大きな変化からお話させていただきます。
ちょうどオリンピックイヤーですが、前回の東京オリンピックの年は東海道新幹線が開通したり、それまで普及率が 40％
だったカラーテレビがオリンピック前年には 90％になったそうです。現在は言うまでもありませんがスマホなどの通信
機器が大活躍するでしょう。今年のオリンピックは前回と比べると参加国・競技数など 2 倍の規模になるそうです。
いずれも生活面や文化面では大きな変化がありました。
会社関係では、当然ここでは話しきれないほどの変化はありますが、雇用面であまり変化はないかなと思っています。外
国人労働者や成果主義の導入などの変化はありましたが、大きな流れの終身雇用・年功序列などは変化が少ないと思って
います。この２つの制度で日本を世界有数の経済大国にのしあげたので、私自身は良い制度だと思っていますが、この先
不安要素もあり、今の私も含め若い方は欲が少ないように思います。２昔前は将来社長になりたいとか、高級車に乗りた
い、海外旅行に毎月行きたい等の単純な欲がありそれに向け我武者羅に動いていた人がもっと多い様に感じましたが、自
ら人並みであれば良いという若者が多いように思います。若者達にはせめて先輩達を信頼し、たくさん関係を作って繋げ
ていけるような欲を持ってほしいと私の会社では指導しています。
また、ロータリーの会長としても同じで、経済環境も含め世間は大きく世界規模で考える時代となりました。中国の成長
で米中貿易摩擦が始まり、原油関係もシェールガスでアメリカが大産油国となり、中東との今までのバランスも崩れ、近
い将来にはインドが経済大国になるとの見方もあり、そんな中で次世代、次々世代はどのように進んでいくべきか、ヒン

い、海外旅行に毎月行きたい等の単純な欲がありそれに向け我武者羅に動いていた人がもっと多い様に感じましたが、自
ら人並みであれば良いという若者が多いように思います。若者達にはせめて先輩達を信頼し、たくさん関係を作って繋げ
ていけるような欲を持ってほしいと私の会社では指導しています。
また、ロータリーの会長としても同じで、経済環境も含め世間は大きく世界規模で考える時代となりました。中国の成長
で米中貿易摩擦が始まり、原油関係もシェールガスでアメリカが大産油国となり、中東との今までのバランスも崩れ、近
い将来にはインドが経済大国になるとの見方もあり、そんな中で次世代、次々世代はどのように進んでいくべきか、ヒン
トは世界の活動に近いロータリークラブにも沢山あると思っています。
引き続き、奉仕・親睦活動を懸命に会員の皆様と全うし、地域に貢献したいと思っています。
それが、皆様の家庭や会社に必ず糧になると信じています。

大委員長半期報告
築城忠生／会員委員会 統括委員長
・会員増強・維持・分類委員会
今年は残念ながらまだ 1 名の増員ですが、田村委員長は活動的に、リーフレットを作ったり、例会で会員増強会議を開
いたり、職業分類表に照らし合わせて会員増強を行っています。会員増強は相手があることなので、中々思い通りには
行かないですが、あと半年で増強に繋げて行きたいと思っています。
・広報・雑誌委員会
礒﨑委員長の元、11 月に日展の活動報告がタウンニュースに掲載されました。3 月開催のダンス大会 2020 の広告も掲
載予定です。当クラブの公共イメージアップに繋がると思います。委員長が卓話で言っていた SNS へのチャレンジも年
度内に是非立ち上げて頂きたいと思います。
・スマイル委員会
いつもメールで届く「今週の磨き言葉」というメッセージを見て、濱尾委員長が会を盛り上げるために一生懸命やって
いて、苦労されているのを実感しています。先月の報告では目標より若干下回っているスマイルですが引き続き頑張っ
て頂きたいと思います。
・R 財団・米山奨学委員会
財団は本日 97％達成です。受付に財団の募金箱を設けており、この効果が絶大だったと思っています。外谷委員長には
引き続き頑張って頂きたいと思っています。下半期は米山がこの募金箱を引き継いで、目標達成に向けて活動していく
予定です。
私も統括委員長ということで、会員の純増、米山の目標達成に向けて尽力したいと思っています。エレクトとしては変
化に充分対応しなくてはいけないと言う会長のお話や、飯田委員長の変わることが大切と言うお話を肝に命じ、次年度
に向けて準備をして行きます。

田中 徹／クラブ管理運営委員会 統括委員長
当委員会は、出席プログラム委員会、親睦委員会、クラブ会報委員会を所掌しております。年度当初に、現在 40 台後半から
50 台前半の会員が増加してきたことにより、業務的な関係で例会になかなか参加できていない状況があり、これをどう打破
していくかと言うことで、出席率の向上、会報業務の効率化、親睦活動の推進を目標としました。上半期を振り返ると、3 つ
の委員会の連携もありましたが、クラブ管理運営委員会を開催できておりません。個々の委員会では活動をして頂いておりま
したが、後半は上半期の反省をもとに、連携をとり推進して行き、次年度に繋がる委員会運営をして行きたいと思います。

堂前慶之／奉仕プロジェクト委員会 統括委員長
上半期は各委員会の事業計画は順調に進んでいます。職業奉仕委員会では卓話をしっかりやろうと言うことで委員長自ら卓話
をして頂き、そのお話で職業奉仕についてより理解を深めることができました。年に１度くらいこのお話を聞けば、職業奉仕
についての意識も根付くのではないかと思いました。社会奉仕委員会は例年通り事業をしています。今年は新しい青少年奉仕
が発足しました。日展のツアーです。後日他の父兄から日程についてのクレームを頂きましたが、説明したことでご理解頂け
ました。これにより世間の方が興味を持たれていることがわかりましたので、来年以降も継続していける素晴らしい事業だと
思いました。友好クラブでは国内のクラブと友好を深める経験がなかったので、伊勢崎クラブとの友好クラブ締結は重要だと
思います。親睦旅行ではもっと友好を深められたらと思っています。

