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いよいよ新年度 となり

ました。まずは、先ほど

開催 された理事会で今年

度の行事予定および収支

予算が承認 されたことを

ご報告申し上げます。

では、期初の会長年度方

針 とい うことで、少 しお話をさせていただきます。
2018・ 2014年度ロン・バー トン会長の RIテ ーマは
「Engage Rotary Change Lives」 、いろいろな訳し方

があると思いますが、公式には「口,タ リーを実践し

みんなに豊かな人生を」ということになりました。
2620地 区も、志田ガバナーは地区独自のテーマは設け

ず、RI会長のテーマをそのまま地区のテこマとして活

動されるお考えです。当クラブとしても、RI会長テー

マに協調し、志田ガバナーの言われるロータリーの中

核的価値観(奉仕 。親睦・多様性 。高潔性・リーダーシ

ップ)を尊重し、当クラブの持つ多様性を力に活動して

いきたいと考えます。

私は今期の当クラブのテーマを「コミュニケーショ

ンを基点に地道な活動を」とさせていただきました。
一口で言えば、例会をロータリーライフの基点と捉え

何よりも例会の充実に力を注いで参りたいと考えてい

ます。当クラブの職業 。年齢・性別の多様性は一つの

財産です。クラブ会員はそれぞれの分野で特異なもの

をお持ちです。 しかし、それ らが会員間で必ず しも共

有されていません。会員間での情報の共有はそれ自体

に価値があります。費用をかけず、形式に走らず、ロ

ータリアン同士のコミュニケーションの場を増やすこ

とに注力 していきたい。

具体的な運営方法 としては次のようなことを考えて

います。まず例会の時間配分ですが、会食時間を 10

分程度延長 しゆつくり食事 と会話を楽しんでいただく

その一方で卓話時間は 10分程度短縮 し、卓話は原則

すべて会員卓話 とします。テーブルローテーションは

2ヵ 月毎とし、より多くの方々とより多くの接点を持

っていただく。予算組みは大変に厳 しく出費は極力抑

制を図らねばなりませんが、夜間例会など懇親の場に

ついては、会員に相応の負担をお願いし、地味になり

過ぎないよう、それなりに愉快なものにしていきたい。

職場見学はこれまでどお り実施 しますが、懇親会費用

相当分の出席者負担はお願いしたい。浅畑川、南部支

援学校の支援活動は継続 して参 ります。そして、新潟

東 RCと の緩やかな連携も継続 して参 ります。その場

合の責任窓口を明確化することも大切で、クラブ管理

運営委員長 と副幹事に責任窓口をお願いし、親睦活動

グループがこれを支援する体制とします。

もう一つ、会員増強はロータリークラブが抱える喫

緊の課題です。これはいたず らに活動を強化 し会員の

負担を増加 させるのではなく、コミュニケーションの

場を増や し、組織を活性化 させ、クラブの魅力を高め

ることによつて、その解決の糸口としたい。

1905年にシカゴに 4人が集ま リロータリークラブ

が誕生したとき、ポール・ハ リスはなぜ集まったのか

と問われ 「寂しいから」と答えたといいます。ロータ

リークラブの原点は会員相互のコミュニケーションに

あるのではないでしょうか。原点に返 り会員に過度の

負担をかけず、コミュニケーションを基点に地道な活

動を積み上げていく。そんなロータリークラブの姿を

目指 したいと思います。

会員の皆様方のご協力 とご支援を心からお願い申し

上げます。

≪ビジタ‐≫ 向坂達也 君

《本日のお祝い≫

お誕生 日

7月 5日 寺澤啓子 君

≪会長挨拶要旨≫



≪委員長・ リーダー計画発表≫

奉仕プロジェク ト委員長 大村幸代 君
10月 17日 日銀旧本店の見学を核に東京各所をまわ

る職場見学会を計画 してお ります。親睦委員会との共

同プログラムとなってお りますので、ぜひ多くの皆様

に参加 して頂き、親睦を深めて頂きたいと思います。

社会奉仕 Gリ ーダー         曽根正弘 君

3月 22日 浅畑川の清掃 と4月 17日 南部特別支援学

校の訪間の二つの行事をしっか りとこなしていきたい

と思います。

国際奉仕 Gリ ーダー 望月康弘 君

当地区としては今年度もグローバル補助金を使つて

いくつかのプロジェク トを進める予定だと伺っていま

すので、当クラブとしてもたとえ少ない額でも拠出し

て参加 したいと考えています。

新世代 Gリ ーダー 佐橋徹 君

静岡東高校社会専門講座への講師派遣は先方の都合

で今年度は中止となりました。青少年活動指導関係者

による来賓卓話は 8月 22日 にスクールカウンセラー

蔭山昌弘氏にお願いしているところです。

会員増強委員長 宮り|1氾 君

60人 くらいが一番いいと思ってお りますので、今年

度は 60人 を目標にしたい。また職業分類未充填の分野
の方にぜひ入つてもらいたいと思います。

会員増強 Gリ ーダー 神野一成 君

クラブ発展のためには会員の増強が必須であり、ぜ

ひ皆様の協力をお願いします。退会の場合は次の方を

指名をお願いします。またベテランの方からの推薦も

お願い致 します。

会員選考Gリ ーダー 古橋剛俊 君

職業分類G。 会員増強 G、 ロータリー情報 Gと 連携

を密にし、真のロータリアンの増強拡大に努めていき

ます。ぜひいい方を推薦 してください。

職業分類 Gリ ーダー 杉 田至弘 君

職業分類表の適正化、適正な職業分類による会員増
強の促進を進めていきたいと思います。

≪スマイル報告≫

戸塚敦雄 君  6月 23日 の親睦ゴルフ会で優勝 させ

川口尚宜 君

ていただきましたので、高柳年度のス

ター トに際し、スマイル致します。

昨年度当クラブ親睦ゴルフコンペに

おいて余つた参加費をスマイル させ

て頂きます。昨年親睦ゴルフコンペに

参加 して頂きました会員の皆様に感

謝申し上げます。

高柳年度のスター トをお祝い してス

マイル します。

相原雄治 君 結婚記念 日のお花あ りがとうござい

ました。これがあることで、毎年結婚

記念 日を忘れずに助かります。また今

期親睦活動グループの リーダーを務

めさせて頂きます。至らぬ点も多いと

思いますが、宜しくお願い致します。

竹内弘毅 君  本 日お配 りした 6月 20日 例会会報の

開催 日を間違えて 5月 30日 と印刷 し

てしまいました。心よりお詫び申し上

げます と共に、猛省のスマイルをさせ

ていただきます。すみませんでした。

望月康弘 君  先週の夜間例会では思いかけず綺麗

なコーヒーカップをいただき、有難 う

ございました。今年度は国際奉仕を担

当します。皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。

杉田至弘 君  新年度高柳会長、高田幹事、川崎副幹

事の門出を祝つてスマイル します。

ご健康に気をつけてご精励下さい。

冨井一矢 君  本 日よリスマイルグループとしてが

んばります。初仕事とい うことでスマ

イル させていただきます。川 ロリーダ

ーよろしくお願いいたします。

上田直弘 君  ボックスに「全国親子クッキングコン

テス ト」の応募用紙を入れさせて頂き

ました。このコンテス トは今年 7回 目

で、小学生のお子様 と親御 さんで応募

頂きます。応募いただいた皆様全員に

300円 のクオカー ドを差 し上げます

ので、是非、お子様、お孫様に応募頂

きますようお願い致します。また、本

年度 ロータリー財団米山委員会委員

長を務めさせて頂きます。未来の夢計

画でロータリー財団は大きく変革 し

ます。皆様にご迷惑をおかけすると思

いますが、何卒よろしくお願い しま

す。お願いでスマイル します。

高柳正雄 君  いよいよ新年度を迎えます。コミュニ

ケーシ ョンを基点に地道な活動を積

み上げていくつもりです。皆様のご協

力ご支援をよろしくお願いします。

宮川 辛巴君   高柳年度がいい年度であることを願

ってスマイルします。

大村幸代 君  奉仕プロジェク トを担当いたします。

一年間よろしくお願いします。

伊藤洋一郎 君 新 しい年度ですね。よろしくお願い申

し上げます。

≪出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

7/4 56(53) 6

58(53)

6/20 58(53) 2 8 85.45%

佐橋 徹 君


