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「静岡東ロータリー」

「ピュア モーツァル ト」

なし

結婚記念日

なし

各委員会の活動を報道機関へ情報提供、働きかけを

行なっておりますが上期、対象はありませんでした。

下期は、浅畑川清掃活動、県立南部特別支援学校への

訪問活動のニュースリリースを予定しています。

をいただければ助かります。

クラブ管理運営委員長 曽根正弘君

各リーダーが個性 と力量を十分に発揮 し活動して

いまり。「クラブ奉仕Jは、今期のクラブフォーラムに

ついて会員諸氏の意見を取り入れながら実施する意向

です。「出席Jは期中平均出席率が 90%台 に乗つており

安定的に 90%台で推移できるよう更に努力中です。「親

睦活動Jは、食べ歩きの会、新入会員を囲む会、年末

家族会等、盛況裏に実施してきており、今後はゴルフ

会、春先には観桜会を予定しています。「プログラム」

第 2701回例会

《司 会》  相原雄治君

《合 唱》

《BGM》

《ゲス ト》

《ビジター》 望月義弘 君 (静同RC)

《本日のお祝い》

お誕生 曰

1月 30日 大村 幸代 君

1月 31日 稲森 照男 君

2月 1日 伊藤洋一郎 君

《会長挨拶要旨》

大人の情緒

1 先 日、由利 さんと第 4

分区の集まりの中でお話

をしました。今、静岡東

クラブは 会員相互の親

睦は良くなつているね。

その規睦がやがて、奉仕

の場面に向いてゆくとい

いねぇ。そんな風になりたいねぇ、と話されました。

なるほどとお話を伺いながら、ロータリークラプの

持つ多様的目的について想いました。その上で改め

てクラブでの毎週の例会について想いました。クラ

プの例会に参加し仲間と交流する事の楽しみの意

味についてです。

2 伊集院静の最新本 「無頼のススメJの 本の中に

情報より情緒を身につけよ。というくだりがありま

す。最近では、電車の中でも、喫茶店でも、飲み屋

でも、あるいは歩きながらスマホをいじる人が多く

なりました。ところが、人生を想 うとき、ひととき

の間でも何かにめぐり合 うことが生きるというこ

となのでしょう。私たちは、車窓の外を眺めたり

あるいはぼんやりと何も考えない、ル`わゆる「無所

属の時間Jを大切にしたいものです。

彼は言つています。スマホをいじつているとき

人は、男も女もみんな判を押したように同じ表情と

目つきをしている。その姿には、大人としての風情

が感じられない。情緒というものを感じないと。私

自身もそう感じるときがあります。人が生きてゆく

上では、情報よりも「情緒Jが大切なのでしよう。

知識よりも知恵です。

ただ、そのような大人としての情緒には年季とい

うか歳月がかかります。それぞれの人が歳月をかけ

て作りあげた、それぞれの人のふるまいの情緒を

静岡東クラブの例会に参加し、会員の皆様のそれぞ

れとの時間を過ごすことで感じたいものです。その

とき「何かにめぐり合うJと いうことを感じていた

いものです。

《委員長・ リーダー上半期葉績、下半期計日発表》

広報リーダー 古橋日像 君

クラフ会報リーダー 鈴木寿人 君

例会の会報を8名 の当番制で作成し、上期は無事 23

の会報を作成配布。例会の内容を整理し記録に残 し

会員の情報源となるよう心がけ作成しています。卓話

の際などにはできるだけ正確に記録したいので、原稿

2014-2015

マ

会,t

i"l12ir ⅢI

平成 27年 1月 29日 天候 曇リ



は、魅力的な来賓卓話を数多く盛り込み会員卓話との

程良いバランスを保つています。「スマイル」は、日標
の 8割は達成済みで更なる努力で目標越えをめざしま

す。「ソング」は、指揮棒を振るだけでなく一言の話題

を添え例会の冒頭を和ませています。「SAA」 は、ベ

テランの味と個性をいかんなく発揮して会場を演出し

7月 49会員でスター ト、その後 5名 の新入会員を迎

え現在 54名 。当面の目標である56名 まであと2名 で

す。多くの会員に新会員入会に向けた働きかけをして

いただきました。今後もご支援ご協力をお願いします。

会員増強リーダー 上国直弘 君

会員選考リーダー 宮川肥 君

ロータリー財団・米山委員長 由利浩志 君

米山リーダー 口田隆輔 君

大角詈用 君

上期は 7月 31日 夜間例会を開催。11月 27日 新入会

員を囲む会は3名 の新入会員を囲み総勢 21名参加。12

月 18日 年末家族会には60名 参加。下期も食べ歩きの

会、ゴルフ会、新入会員を囲む会、観桜会を開催予定

ですのでご協力よろしくお願いします。

ソングリーダー 彙田書之助 君

ております。

親睦活動リーダー

初期の目的は、会の始めに元気になれるようにとの

事で始めました。グループメンバーそれぞれ頑張つて

いただきました。これからもよろしくお願いします。

当グループは、新入会員がロータリークラブに対す

る知見・知識を把握していただくことを目的に活動し

ております。入会後は廻りにいらつしゃる皆さんから

のア ドバイスをよろしくお願いします。

岡本ガバナーの 「会費と寄付は分けるJと いう方針

に従い、当RCでは特別会費のなかからロータリー財

団と米山へ各々寄付しています。内訳は予算書に記載

していますのでご理解のほどよろしくお願いします。

奉仕プロジェク ト委員長 杉本幸子 君

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代の4つのグ

ループとも皆様のご協力をいただき、熱心に活動を進

めています。職業奉仕として上期に職場見学会を実施、

社会奉仕としては下期に、浅畑川清掃や南部特別支援

学校訪問などを控えています。

社会奉仕グループ (杉本委員長より報告)

上期は富士山環境の保全事業支援として 37,000円
の寄付と、保全活動として 9月 20日 に富士宮市西自塚

駐車場周辺の清掃活動と自然林でのエコツアー体験に

3名 が参加。下期は地球環境保全活動として 3月 28

日に浅畑川清掃活動、高齢者 障害者支援活動として

4月 16日 に南部特別支援学校へ訪問します。

9月 13日 米山梅吉記念館にて、秋季例祭として治1立

45周年式典、功労者表彰が行なわれました。春季例祭

は4月 25日 ですので是非多くの皆さんのご参加をお

願いします。

《第 304回 くらく会報告》

平成 26年 12月 22日 (月 )於 :静岡倶楽部

出席 6名 投句 2名

兼題 「蝋梅J「寒月J他当季雑詠

第 1席 沈みゆく日を追いかけて寒の月 寺澤啓子

第 2席 蝋梅にみくじ賑わい幸71rる   竹内弘毅

蝋梅の一輪春の使者となり   今井富子

梢みな深くIRり て冬の月    今井富子

《スマイル報告》

大村 幸代 君 ようやく家ができました。高日さんと

山下さんに大変お世話になりました。

後は庭に植えた芝生が根付くことと、

その芝生を約束どおり息子が管理して

くれることを祈るばかりです。

伊藤 洋一朗君 昨晩ありがとう楽しかつた、と小山さ

んがおっしゃったので同じ気持ちでス

マイルします。

伊藤 洋一郎君 あつ忘れていました。誕生日のお祝い

ありがとうございました。

新井 勉  君 今年はノヽ方塞がりの年と知り静岡浅間

神社でお祓いをしてきました。良い年

になるようスマイルします。

長島 秀親 君 相原さんが本日の静岡新聞に、全日本

不動産協会静岡県中部支部長として掲

載されてたのでスマイルします。

稲森 照男 君 誕生祝をありがとうございました。

職彙奉仕 リーダー 土山博英 君

10月 23日 に職場見学会を実施し25会員とご家族 6

名、31名 が参加。築地市場、フジテレビ、南極観測船

宗谷を見学というコースであり、曽根会員のご配慮で

フジテレビでは特別エリアまで見学できました。10月

30日 例会で、職場見学会報告とともに各自が仕事を通
じどう社会貢献をしているか意見交換を行いました。

国際奉仕リーダー 鈴木洋一 君

2月 5日 来賓卓話 として、国際的な人と人の架け橋

的な役割 として熱心な活動をされているマ リ・クリス

ティーヌさんを招聘 します。是非お話を聴いていただ

ければと思います。

新世代リーダー

きました。

会員増強委員長

大村幸代 君
9月 4日 NPO法人「浜松子どもとメディアリテラ

ンー研究所J長澤理事長より「スマホ時代に求められ

るメディアリテラシー」と題し、最近のネット・携帯・

スマホとの共存について大変身近な話題をお話いただ

杉田至弘 君

今年度当初に伊藤会長が、会員増強の要諦は「クラ

プの魅力に尽きるJと 話されました。クラブ入会のモ

チベーションで大きなものは「静岡東RCは数あるク

ラブの中で一番楽しい、有意義だ、魅力ある人がいるJ

事だと思います。忍耐と踏襲だけではなく魅力あるク

ラブづくりを担当役割を超え皆で考えていきましょう。

《出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全久席 確定出席率

54(53) 44 9

1/22 54(53) 11
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