
≪会長年度方針要旨≫

新 しい年度が始ま

りま した。季節が巡

るように、私たちの

ロータリークラブも

また、それぞれの会

員にも新 しい時間の

始まりです。

新 しい年度に際 し

当クラブ方針は国際ロータリー会長の基本方針を受け

また第 2620地 区の岡本ガバナーの意向にしたがつて

これを定め活動を開始 しなければなりません。

そこで、まず 2014-2015年度ゲイ リーC.Kホ ァン

会長の方針についてお伝えします。ホァン会長は 2014

-2015年度に「ロータリーに輝きを」もたらしたいと述

べています。すなわち、ロータリーの奉仕を人々と分か

ち合い、クラブをより強力なものとし、地域社会でロー

タリーの存在感を高めることで 「ロータリーに輝きを」

もたらすとい うことです。また「ロータリーを魅力的で

興味をそそるものにするために何ができるか」を考えて
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みましょうとも述べています。

岡本一人ガバナーはこれを受け「会員のためになって

いるかを考え、あらゆることを見直し、クラブ運営を行

なつて欲 しいと思 う」と語 り、活動については「考えて

から動 くのでは遅い。行動 しながら考えよう」、「自分の

職業は真剣に情熱をもつて」と行動指針を示 し、「多様

性にとんだロータリーの価値観Jを構築 しようと呼びか

けています。当クラブにおいてもロータリークラブの原

点に戻 り、「多様性にとんだロータリーの価値観」を求

めると共にロータリークラブの在 り方を考え「ロータリ

ーに輝きを」もたらしたいと考えています。

そこで、ポール・ハ リスが 「寂 しかつた」「仲間が

欲 しかつた」と語 り、職業奉仕を基礎 としてクラブの活

動が始まつたとい う原点と、「寛容で親睦と友情の精神」

に沿れた会員によつてクラブが構成 されると語つたロ

ータリークラブ設立の精神を、改めて当クラブにおいて

も問 うてみたいと考えています。

まず、当クラブの活動が会員のためになつているかと

問い、また当クラブが地域社会の中で存在感を持ち得て

いるかを問 うてみたいと思つています。クラブは会員個

人の集合体ですので、個人の意見や考え方を尊重してク

ラブの活性化を図りたいと考えています。会員の皆様の

ご協力を得て、静岡東ロータリークラブの活動を活性化

していけたらと願っています。

すなわち、クラブのためにだけではなくクラブが個々

の会員のためになり、各会員はクラブ奉仕に努めていた

だきたいと考えています。極端な言い方をすれば、時と

場所を選ばず規則のない 自由な討論 と意見交換をしな

がら、クラブを楽 しく活性化 した場にしたいと強く思つ

ています。そのことによつて、毎週木曜 日に例会に出席

することを楽 しみにしていただきたいし、例会に出席す

ることによつて私たちは仲間になりたいと思います。そ

れが、ポール・ハ リスが求めたロータリーの理念の原点

ではないのかと思 うからです。

この考え方に従つて、以下のようなことを具体的に考

えながら、1年間活動をして行きたいと思つています。
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≪司 会≫  相原雄治 君

≪合 唱》  「君が代」

「奉仕の理想 」

≪BGM》   「秋水 他」

≪ゲス ト》  なし

≪ビジター》 なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

7月 5日 寺澤啓子 君

結婚記念 日

該当者なし



(1)ロ ータリー活動オンリーとはしない。

(2)実 りあるクラブライフを実現する。

(3)仲間になりたい。

(4)ク ラブライフを楽 しみたい。

(5)意見の交換

(6)活動の継承

そして、最後に一言申し上げるとすれば、私たち静

岡東ロータリークラブの各会員が相互に「仲間であり

たい」と考えています。強い絆や憧れや尊敬や相互の

楽 しみや安堵、そんな当た り前の心の在 りようを求め

る場として、静岡東ロータリークラブが存在できるよ

う、この 1年間努力 したいと考えています。

≪委員長・ リーダー計画発表≫

奉仕プロジェク ト委員会

委員長           杉本幸子 君

厳 しい財政、昨年より少ないメンバーではありま

すが、各会員が知恵を出し合い活動 します。

職業奉仕グループリーダー   土山博英 君

職業本仕月間の 10月 に、職場見学会を予定して

います。

社会奉仕グループリーダー   村松重治 君

今年度も引き続き、浅畑川の清掃 と南部特別支援

学校の訪問を予定しています。

新世代グループリーダー   大村幸代 君

新世代月間の 9月 に、子供 とメディアリテラシー

に関する卓話を予定しています。

会員増強委員会

委員長 杉 田至弘 君
「会員増強=魅力あるクラブ作 り」であると考え

ています。積極的なご意見をお待ちしてお ります。

会員増強グループリーダー  上田直弘 君

当面、会員数の目標を 56名 に設定し、会員増強

を図ります。

会員選考グループリーダー 官川氾

ローラリアンとしての適格性を十分に検討 し、
のロータリアンの増強拡大に努めます。

職業分類グループリーダー  高田雅司 君

新会員の業種に対し、適正な職業種の選定を行い

ます。
スマイルグループリーダー   丹羽亨 君

社会奉仕の資金となるスマイル。今年度は 100万

円を目指します。
≪スマイル報告≫

伊藤洋一郎 君   新しい年度が始まります。とま

どうことばかりですが、会員の皆

様と新しい年度を大いに楽しめる

ようにしたいと思います。ご協力

お願い申し上げます。

7月 8日 (火 )か らガバナー補佐

公式訪間のスター トを切 らせてい

ただきます。8月 4日 (月 )か ら 19

日(火 )ま でのガバナー公式訪間の

随行 と多忙な日程がスター トしま

す。ホームクラブには暫く出席で

君

真

相原雄治 君

曽根正弘 君

高田雅司 君

上 田直弘 君

宮川 7巴 君

冨井一矢 君

神野一成 君

杉山明喜雄 君

佐橋徹 君

丹羽亨 君

小山宏之 君

きませんが皆様のご協力をいただ

いて役を全 うしたいと思います。

結婚祝いの花ありがとうござい

ま した。また、本 日より新年度

頼 りない幹事ですが、精一杯やつ

て行きますので、よろしくお願い

します。

今年度クラブ管理運営の委員長

を務めさせていただきます。各 リ

ーダーの皆様 にお世話にな りま

す。

皆様の御期待に反 し、無事帰つ

てまい りました。片道 30時間のフ

ライ トには参 つて しまいま した

が、現地の熱狂 と歓迎には、改め

て感激致 しました。これからも毎

日の早起きが楽 しみです。

本年度、会員増強グループ リー

ダーを拝命いたしました。本 国時

点の会員数が 49名 と予算より7

名少ないスター トです。皆様のご

協力ご支援をいただき、前年の 56

名にまず回復することを目標 とい

たします。よろしくお願いします。

西の彼方の国をのぞいてきまし

た。また戻つてきました。もうし

ばらくはこちらの国にいる予定で

す。クラブからのお見舞いありが

とうございました。

新 しい期の初スマイルです。本

年度はスマイル委員ではありませ

んが、皆様、月イチスマイルをよ

ろしくお願いします。

(株 )損害保険ジャパンの新井

勉君の入会を祝 してスマイルいた

します。

新年度がスター トしました。宜

しくお願いします。

輝かしい伊藤年度を確信 してお

ります。

今期か らスマイル リーダー と

SAAを担当いたします。明るく楽

しい場 をつ くる努力をいた しま

す。よろしくお願いいたします。

今年からスマイル委員です。皆

さんのお心遣いを記念 してスマイ

ル します。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
49(48) 5

52(49)

6/19 53(52) 7 7 86.54%

由利浩志 君


