2019-2020 年度

第 2633 回例会
令和 2 年 1 月 22 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
まずは先週出来なかったご報告からさせていただきます。
昨年末大澤さんより PR がございましたが、1 月 11 日土
曜日に濱田 PG が経営されております伊勢原ゴルフセンタ
ーで 50 周年のイベントがございました。
お孫さんである濱田翔太さんが取仕切っておりまして、以
前からお話はいただいておりましたが先月半ば頃に急遽
模擬店をしてくれないかと引き合いをいただきました。
時間も限られており、井戸川理事を中心に有志を募りコロ
ッケやハムカツなどの揚げ物を提供いたしました。
当日は、中島常幸プロがゲストで参加されており大変盛況
なイベントでした。そのほか、地域の方々や協賛に遠山支
店長の横浜銀行さんなどが参加され改めて、濱田 PG の
お人柄や 50 年の重みをかんじさせていただきました。
当日お手伝いいただいた井戸川理事・松下理事・萩原さん・
天野さん・大澤さんご協力ありがとうございました。
例会の件ですが、来週と来月の 19 日まで４週間続けこち
らの通常の例会となります。
２月 26 日が IM の代休となり、３月に入りますとイベン
トが多く変則的になりますのでご注意お願いいたします。
クラブ計画書通りの日程でございますが、皆様再度のご確
認お願いします。
来週は飯田歩さん・その翌週から、堂前さん・渡邊さん・
増田さんと大変楽しくためになる卓話だと伺っておりま
す。たくさんの会員を集めたいのでお声がけのご協力を宜
しくお願いいたします。
いよいよ冬本番となってまいりましたが、例年１月の第４
週あたりからが感染がピークに
なるそうです。予防に努めていただき冬場をこしていただ
ければと思います。

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 天野耕一郎

司会進行

築城 忠生

お客様

亀井鍈子様/国際ソロプチミスト伊勢原会長
加藤芳子様/国際ソロプチミスト伊勢原歳入委員長

会長エレクト

今後の予定
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[第 2634 回]
[第 2635 回]
[第 2636 回]
[第 2637 回]

卓話：飯田歩君
卓話：渡邊健樹君
卓話：堂前慶之君
卓話：増田隆一郎君

幹事報告
★国際ロータリー財務部より
RI 人頭分担金請求書が届いております。納入総額 1949.34USD (214,427 円)
★ガバナー事務所より
・米山学友会総会/学友会オリエンテーション・修了式・歓送迎会開催のご案内が配信
されております。
日 時 2020 年２月 16 日（日）13：00～
場 所 第一相澤ビル 終了式：8 階『終了式』 歓送会：6 階『歓送会』
・”国際大会日本人親善朝食会のご案内” と ”復興フォーラムご参加・ご登録のお願い”
が配信されております。
＜国際大会日本人親善朝食会＞
日時：6 月 7 日(日) 朝食会 6:45～
場所：Sheraton・Waikiki・Hotel（シェラトン・ワイキキ・ホテル）ボール・ルーム
会費：お 1 人様 8,000 円
締切：2/28(金)迄
＜復興フォーラムご参加・ご登録のお願い＞
東日本大震災から 10 年目、また「復興オリンピック」の聖火リレーが 3 月 26
日（木）スタートします。復興しつつある被災地の現況や、未来への希望を発信
することを目的として「復興フォーラム」を開催いたします。
3 月 21 日(土)
１．「スタディツアー」(被災地現状視察) 9：30～17:30 JR 福島駅西口発
２．「参加者懇親会」18：00～20:00 ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃ(福島市)
(被災高校生招待プロジェクトでオーストリアに派遣され、現在ウイーン国立
音楽大学留学中の吉田昴城君の帰国演奏を予定)
3 月 22 日(日)
「復興フォーラム」9：30～15：30 パルセ飯坂(福島市飯坂町)
一次締め切り：1/31(金) 最終締め切り：2/17（月）
・月信原稿依頼のお願いが配信されております。
第 7 グループ クラブ紹介をガバナー月信に掲載致したく存じます。
字 数
400 字程度
写 真
3-4 枚（プロジェクト自体、参加されている様子のわかる写真）
締 切
2020 年 2 月 14 日(金)必着
★例会変更のお知らせ
伊勢原中央 RC
2 月 3 日(月) 通常例会 → 夜間例会 「天(そら)」点鐘 18:00

お客様ご挨拶
亀井鍈子様／国際ソロプチミスト伊勢原会長
私達ソロプチミストも、5 月 15 日で 30 周年を迎えることとなりました。5 年前より行ってきたラオスの子供達へ
の支援、その中で 30 周年記念として、5 年、10 年のカリキュラムで奨学金制度を行う事にいたしました。。

加藤芳子様／国際ソロプチミスト伊勢原歳入委員長

3 月 7 日（土）チャリティーコンサート オペラ歌手 翠千賀さんをおよびしてコンサートを行います。
皆様よろしくお願いいたします。

スマイル報告

外谷正人／スマイル委員長代理

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／須藤宜弘君／松下孝君／飯田隆三君／堂前慶之君／山田昌紀君／外谷正人君／真壁みみ君／濵尾ゆかり君

[会員誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

[配偶者誕生祝い]

結婚記念祝い]

村山恵子君

井戸川秀治君

田村貴寿君

遠山久恵君

会員誕生日を祝っていただ
き、ありがとうございます。
今年も誕生日が来てしまいま
した。元気に例会に出られる
ように頑張ります。よろしく
お願いいたします。

妻 の誕生 日を 祝って いた だ
き、ありがとうございます。
。妻が昨年手術をしまして、弱
ったかなと思いきやリハビリ
のかいがあり、生ビール 10 敗
以上飲めるように快復しまし
た。ありがとうございます。

[入会記念祝い]

配偶者誕生日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。

[入会記念祝い]

市川正孝君

[創立記念祝い]

小山博正君

入会記念を祝っていただき、
ありがとうございます。おか
げ様で 7 年になりました。ま
だまだ初心者気分が抜けられ
ませんが、ご指導よろしくお
願いいたします。

結婚記念日を祝っていた
だき、ありがとうございま
す。23 年になりました。
これからも仲良く続けて
いきたいと思います。

仙波史生君

入会を祝っていただき、ありが
とうございます。8 年目となり
ました。今年もよろしくお願い
いたします。

創立記念を祝っていただき、あり
がとうございます。
独立開業して6
年が経ちました。
7 年目も順調に仕
事をして行きたいと思います。よ
ろしくお願いします。

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

28

50.00

なし

なし

委員会報告
＜田中徹/IM 実行委員委員＞
[I・M]
日時：3 月 8 日(日) 12:30～
会場：クアーズテック秦野カルチャーホール大ホール
講演：森永卓郎氏をお迎えして
懇親会：秦野商工会議所

＜仙波史生/米山奨学委員長＞
[米山寄付]
本日 8 口 、米山寄付をいただきました。
またお待ちしております。

クラブ協議会
田村貴寿／会員増強。維持・分類委員長
上半期増強目標は 5 名でした。それに向けての活動は、候補者を 10 名以上集めることでした。PR シートを作り、会員
増強会議を開催しました。親睦委員会と連携を図り炉辺会合をしました。家族会員の参加を提案しましたが、これは実行
できませんでした。今回候補者は 29 名上がり、その中で可能性がある方が 8 名います。他に確定に近い方が 2 名いま
す。2 月と 3 月に候補者を誘い気楽な飲み会を開催します。候補者がいらっしゃいましたら、ぜひお誘い下さい。

外谷正人／ロータリー財団委員長
1/22 現在のロータリー財団の寄付金の状況ですが、本日、東君、松下君の寄付金にて、目標の総金額 200 ドル/人 に達
しました事を報告いたします。
今年度は、7/3 の初例会より、財団 BOX を、スマイル BOX の隣に置かせて頂きました。
約半年で目標に達した事は、会員全ての寄付に対する温かい気持ちの表れでは無いかと思います。
そして、今日からは、財団 BOX を改めて、米山 BOX に変更になりましたので今後は是非米山 BOX の方にも寄付を頂け
ればと思います。
まだ、財団に寄付をされたい会員の方は、事務局に言ってもらえれば大丈夫ですので、これからもどうぞ宜しくお願いい
たします。

仙波史生／米山奨学委員長

2019－2020 年度の米山奨学委員会は地区の米山奨学委員会が、夏に実施したビーチクリーンキャンペーンに参加しま
した。清掃活動もその後の懇親会も、「赤い悪魔」として、存在感を示し、活躍してきました。11 月には、米山奨学生
による国際交流会にも参加しました。留学生の出身国の料理を参加したメンバーで堪能してきました。
米山奨学委員会の活動についての後半の目標は、財団と異なり、目標を達成できていない 1 人 2 万円の寄付を募ること
です。まずは、例会で寄付を募ることからははじめていきますので、皆様の寄付をお待ちいたしております。

天野耕一郎／親睦委員長

クラブの中で一番予算を頂いている委員会であり、今年は東井会長の意向を汲み取りながら活動してきました。7/31 に
第一回の親睦会を開催し、53 名の参加があり大盛況に終わりましたが、猛暑の中皆さんには大変ご迷惑をおかけしまし
た。第 2 回目は 12/18 にクリスマス例会を開催しました。プレゼントは持ち寄りで会費はゼロと致しました。ビュッフ
ェスタイルにしましたが、料理は大変良かったと思います。以上の経験を踏まえ、次回 5 月に親睦旅行を行います。5/2728 で行います。浅草日帰り旅行、熱海へ一泊旅行、熱海で一泊後、次の日はゴルフと言う 3 部構成を考えております。
熱海旅行は伊勢崎 RC と合流します。多くの方のご参加をお待ちしております。

堀口雅巳／職業奉仕委員会委員長
昨年 8 月に卓話をさせて頂き、ロータリーの目的、職業奉仕の概念、四つのテストの歴史、職業奉仕の理念と原点等について
お話しました。職業奉仕については、先輩方は充分ご理解されてると思いますが、モヤモヤしている新しいメンバー達はこの
卓話ですっきりしたかと思います。このようなことを何年かに一回やったほうがいいのかなと思います。ロータリーの友やガ
バナー通信にも載っていますので、そちらもお読み頂ければと思います。ふれあい授業の講師の選定は社会奉仕委員会の東委
員長と協力して進めたいと思っています。

東学／職業奉仕委員長

本年度前半戦は学童野球大会のお手伝いと道灌祭りのお手伝いでした。メインはふれあい授業の開催ですが、講師の選定は
堂前大委員長、堀口職業奉仕委員長の協力の元、クラブまたは外部のメンバーにお願いしました。あとは伊勢原中学校の先
生方と進めました。中々報告ができませんでしたので、次年度に向けての反省点として、あげさせて頂きます。学校の先生
方の感想は、大変ではあるが子供達にとって有意義なものなので、今後も続けて頂きたいとのお話でしたので、来年度以降
も続けていけたらと思っています。3 月には芝桜の手入れもあります。本職の方のお話を聞きながら進めます。

田中徹／友好クラブ副委員長

伊勢崎 RC との友好クラブ締結が昨年 12 月に行われました。5 月の親睦旅行には伊勢崎 RC からも参加して頂きます。今後
はお互い無理のない範囲で交流をしていこうと思っています。伊勢崎 RC 会長の提案で伊勢つながりで伊勢 RC と３クラブ
で友好クラブの締結を目指そうと言うことになっておりますので、当クラブとしても積極的にやっていこうと思っています。

。

村上一秋／クラブ研修リーダー委員長
前半は活動をしていません。これから巻き返したいと思います。

小泉隆一郎／青少年育成基金委員長
新会員の方の入会時に 8 万円を頂戴して、それを原資として運用している基金です。奉仕活動を通して、平和で明るい豊
かな社会を作るということがロータリーの目的です。その中で伊勢原 RC は青少年の育成に注力していこうという方針の
元、この基金を設立しました。昨年は 50 周年事業のダンス大会にこの基金をあてました。他に市内 4 つの中学校に防犯
カメラを設置する事業を行いました。今年度は事業がありません。3 月に行われるダンス大会も基金の使用はありません。
運用益も望めないので、新規会員増強をお願いしたいと思います。

堂前慶之／地区会員増強・会員維持委員
活動は地区のクラブを回り会員増強の卓話をしています。現在は中々新しい人が入ってこない状況です。昔と違い、当ク
ラブは井戸川会長の頃からとにかく入って頂いて懇親を深め、ロータリーの理解を深めて頂こうという新しいやり方の元、
増強してきました。賛否はありますが、伊勢原 RC は人が入ってきて活性化しています。増強こそが活性化の原点だと思
います。今年は増強が低迷していますので、今後皆さんと共に、当クラブの楽しさを伝え、増強に注力したいと思います。

