
          

 

 

 

 

                       

  

 

  

直前会長より… 

クラブテーマ 

『ロータリーを識る』 

会  長  ：小西 英昭 

幹  事  ：立澤  智 

会長エレクト：草川  徹 

副 会 長 ：柳川 正男 

副 幹 事 ：熊澤 美徳  

会報委員長 ：渡辺 紀之 

2015～2016 年 RI－テーマ 

「Be a gift the world」 
（世界へのプレゼントになろう） 

 

伊勢原中央ロータリークラブ会報 
 第２７８０地区 

 

点鐘：小西英昭会長   司会：立澤 智幹事 
斉唱：「手に手つないで」 
 
ビジターの紹介 
 足立 兵一様 

（伊勢原平成ＲＣ） 
 
会 長 挨 拶 
本日は、伊勢原平成ＲＣ会長の足立さん、ようこ

そお出で下さいました。 
さて、先週会長幹事会が秦野の一の屋でござい

ました。簡単にご報告させていただきます。 
(1)ソウル国際大会参加登録は、1/17 現在参加予定
者 424名。登録済 377名。第 7グループ内登録者
は 38名です。 

(2)新会員の集い 2/12-13 箱根湯本ホテルにて。 
(3)2/21ロータリーデーの取り組みについて 
第 7グループ伊勢原・秦野各クラブにて、薬物乱 
用防止、オレオレ詐欺等注意キャンペーン、ティ 
ッシュペーパー、リフレットを配る。 
ティッシュペーパーはグループで製作する。 
デザイン計画中。伊勢原 3クラブについては… 

  伊勢原駅北口・南口－伊勢原・伊勢原平成ＲＣ 
  愛甲石田駅－伊勢原中央ＲＣ 
(4)ＩＭについて 
パネリスト 提案者 15分程度 
当クラブは、高橋 力会員「健康都市づくり」 
コーディネーターは、伊勢原・秦野各商工会議所
会頭（東井さん・佐野さん）に依頼中です。 

(5)青少年交換留学生受入準備のお願い 
 第 7グループは、伊勢原クラブになります。 
至急！下期交換留学生負担金納入（2,000×人数） 

(6)ＩＭ登録費納入のお願い 
 登録料 8,000円・ 食事代 1,500円  
計 9,500円×人数分を 2/18迄に納入。 

(7)次年度地区大会（10/15～16） 
 実行委員会 第 7グループ各クラブ 1名選出依頼 
 当クラブは、坂本会員にお願いしました。  
 1/26（火） 18：00～20：00第一回打ち合わせ 
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四つのテスト 
―言行はこれに照らしてから― 

１． 真実かどうか 
２． みんなに公平か 
３． 好意と友情を深めるか 
４． みんなのためになるかどうか 

例会日：月曜日 12:30-13:30    会場：こみや料亭 TEL:0463-95-0209 
事務局：伊勢原市伊勢原 1－2－2 横浜銀行伊勢原支店内   

TEL:080-3389-4113  FAX:0463-95-5313 

第１９５９回例会 平成２８年 １月２５日（月） 晴れ 

 
幹 事 報 告 

○RI日本事務局より 
①小西会長にベネファクターの認証状と記章が 
送付されました。 

 ②次年度の RIテーマが発表されました。 
   ROTARY SERVING HUMANITY  

「人類に奉仕するロータリー」 
○ガバナー事務所より 
①薬物クリーンかながわ推進会議からの依頼 
・（株）東映エージェンシーと厚生労働省のタイ 
アップに係るポスターと冊子の送付。 

②「第 5回日台ロータリー親善会議」のご案内 
日程：2016年 6月 5日 (日) 13：00～ 
場所：石川県立音楽堂コンサートホール 

○秦野中ＲＣより 
 「2015-16年度 第 7グループ I.M.」のご案内 
  開催日時：2016年 3月 12日（土） 

 午後 1時 00分点鐘 
  開催場所：秦野商工会議所 １階 ４階 
○伊勢原平成 RCより 
  週報が届きました。 
○神奈川県地球温暖化防止活動推進センターより 
  法人機関誌「温かな通信」の送付 
 

ベネファクター贈呈 

小西 英昭 会員 

 

認証状と記章の授与 

TEL:080-3389-4113


スマイルボックス  坂本秀美出席スマイル委員長   
５口 ８，０００円 

小西 英昭君 伊勢原平成 RC足立会長ようこそ 

いらっしゃいました。いつもお世 

話になっています。今日は少し遅 

くなってしまいました。 

長谷部俊夫君 伊勢原平成 RC足立さん、ようこそ 

       いらっしゃいました。 

市川  傑 君 平成ロータリー足立兵一様、よう 

こそお出で頂きありがとうござい 

ました。 

熊澤 美徳君 本日は、平成 RC足立様、ようこそ

お越し下さいました。 

妻に誕生祝ありがとうございま

す。 

渡辺 紀之君 足立兵一さん、本日はありがとう

ございます。また、毎日、奨学生

の朝の見守りお疲れ様です。 

           

◆お 祝 い◆ 
 

【奥様誕生祝】 
   

熊澤 美徳君 
（12/13） 

 
    

  ～おめでとうございます～ 
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【例会出席率】 

会員数 出席数 暫定出席率 
 

（免除者 2名含） 

14名 

 
免除者 2名 

10名 
85.71％ 

 

本日のプログラム 次回のプログラム 

【卓 話】 

二階  正 会員 

【卓 話】 

高橋  力 会員 

 

【卓 話】            立澤  智 会員 
 
まず、地区米山奨学委員会のお話

をさせていただきます。1 月 10 日

（日）に 2016 学年度新米山奨学生

面接試験が行われました。各大学か

ら推薦を受けレポートを提出して

もらって 21 名を選出し、面接試験 

を行い 18 名が選ばれました。試験終了後、受け入

れクラブの打ち合わせもしたのですが、学生の意

向も聞きながら、月曜日を希望していた韓国の学

生をうちのクラブでお世話することになりまし

た。地区からの依頼も事務局に届いたようですが、

東海大学航空宇宙学科航空宇宙学を専攻している

任 成旻（イム ソンミン）さん、男子学生です。

奨学期間として 2016年４月 ～2017年 3月までお

世話することになります。皆さん、よろしくお願

いいたします。 

さて、私は二つの定時制高校の非常勤講師をし

ておりますが、今まさに学年末試験の直前で問題

の作成に四苦八苦しております。今までのように

安易に作れなくなり、問題の中に答えのヒントと

なるような言葉を入れてはならないとか過去の問

題と重複してはならないとか昔に比べると問題の

チェック体制が厳しくなっています。まずテスト

対策の復習プリントを作成し、その中から模擬的

な問題を作り、やっと清書に取りかかります。も

うずいぶん前から市販の問題をそのまま使用して

はいけないとなっているので、定規を使って手書

きで楽譜を書いております。また、そろそろ入学

試験の準備に取りかからなければなりません。定

時制高校は、2月中に共通選抜、つまり全日制と定

時制の共通の入学試験、それが終わると 3 月に定

時制と通信制の入学試験があり、二段構えで 4 月

を迎えるという形になります。このような話をし

ていたら、昔の定時制の生徒のことが思い出され

ました。私がまだ 20 代だった頃、私より 20 歳位

上の方が、「息子が高校に入るんだけど、私は中学

の卒業証書しかないんでね。息子の手前かっこつ

かないしなあ～」と言って昼間工場の経営者が夕

方 5 時に学校に来ておりましたが、一日の疲れが

出るんでしょう…私の鑑賞の時間になると必ず寝

ている生徒がいた事を思い出しました。クラッシ

ックの音楽は眠りを誘うものもあれば、食事の時

間にマーチっぽいものが流れれば、「早く食べ

ろ！」と追いたたれるようにも感じますし、その

ような意味で音楽とは感情に訴えるものなんだな

あとつくづく思います。 

 


