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く本日のお祝い》

お誕生日

7月 5日 寺口啓子 君

《会長挨拶要旨》

(年度方

"

結婚記念日

該当者なし

会長 杉山 明喜雄

今年度、伝統ある静岡東・ 夕,

―クラフの会長を務めさせて頂く

ことになりました杉山でごぎい

ます。

新間幹事、浅野副幹事、理事

役員、委員長、,′・―の方々とカ

を合わせてクラフ運営に頑張りますので、一年間会員の皆様のご

支援とご協力をお願い申し上げます。

さて今年度の国際,―タリー会,、 ス,ランカのラヒンラトン氏は「Bc a gift

to the world」 日本薔釈は「世界へのフレセントになろう」をテー

マに掲げています。彼は,,,アンに次のように呼び掛けています.

m位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力努力、そして

献身と熱意など、誰でも与えることができる何かをもつている

はずです.私たちは,タツーを通して、これらを世界にフ″ ントす

ることで、確かの人生にそして世界に来の変化を起こすことが

できるはずです。已のォ龍は、天から授かつたものです。です

から私たちは、その授かりものをお返しするのです。」私なりに

解釈をさせていただくと「1り ,アンは、天からフレセント(授かつた)

された才能等を、職業奉仕を核とした奉仕活動を実践し社会に

貢献しよう」と言うことと思います。私ども,り ,アンの使命その

ものを、世界の,夕 ,アンに投げかけています。

また第 2620地区の野口英―力′ヽ卜は 地区の行動計画の中で

「楽しもう。タリー。そして仲間を増やそう」を掲げています。こ

「君が代J「奉仕の理想」

「交響曲 第9番 ホ短鶴 作桐 95J

れらを前提として今年度のクラフ・方針として 「親睦と奉仕を通じ

て,タリを楽しもうJを掲げたいと思います。アインシュタインは 町 望

やただの義務感からは本当に価値あるものは生まれません。そ

れは、人や対象となる物への愛と献身から芽生えます。」と述ベ

ています。|タリにおける例会の出席や奉仕は義務ではなく、む

しろ積極的に権利と捉え、親睦と奉仕を楽しんでタラフライフを送り

たいと思います。

そこで例会をより実り有るものにしたいとの思いから、来賓

卓話の時間を 30分確保するためにスマイルを前半に発表すること

といたします。これに伴いスマイルクllフ を規陸活動夕・″フに集約

しました。そして、会貝相互の親睦をより深めるために同好会

を新たに立ち上げたいと思います。現在 「旅行同好会Jレイン愛

好会J「蕎麦打ちの会Jな どの同好会が計画されておりますので

同好会に是非積極的に参力1していただき親睦を深めていただき

たいと思います。

ここで会員の皆様に特別会女のお願いがごぎいます。現在,

夕)ヽ団への字l● 100卜・ル/人 年、米山記念奨学会への寄附年

16.000円 として、特別1会費午 26,000円 を徴収させていただい

ております。今年度の地区日棟として,―′,―財団への寄附目採が

150ト ル/人 年、ホ ,オフラス基金への■附目様が 30ド ル/人 年と

なっております。当クラフ・としましては地区日標額に達しません

が,―タリー財団への書附を 10ト ル/人 年増額、ホ ,オフカ基金^の
寄附を新たに 10ト ル/人・年とさせていただきたいと思います。

これらの財源として特別会費を年 2,000円 増額させていただき

たく会員の皆様のご理解をお願い申し上げます。

最後になりましたが、今年度は「。―夕,―を楽しもうJを■ワート

に一生懸命頑張りますので、1年間宜しくお腋い申し上げます。

《委員長・ リーター計画発表》

(奉仕プロジェクト委員会) ■■■  自利 浩志 君

委員会の方で奉仕活動の段取りはいたしますが、参カユしてい

ただくのは皆さんです。各自予定を入れていたださ奉仕活動ヘ

の参力0を お願いいたします。

(職案ttLグルーカ

まだ正式決定ではありませんが 10月 15日 で職場訪間の検討

に入りましたので今後組立を行つて参ります。今年は職場訪間

をさらに楽しくやりたいと思っております。

リーダー 山下

"央
君

く社会奉仕グルーカ リーダー 松下 睦FJl君

平成 27年 7月 2日 天候 曇

浅畑川の自然環境の保全と業化活動を3月 に行います。静岡



県立南部特月1支援学校学童の支援活動を行います。富士山の環

境保全業化運動への参加。

(国際奉仕グルーカ      リーター ルI口 尚宣 君

2月 に予定の クラフフォラム 卓話で国際理解を深め、世界平和

に貢献できることを考える.プ ロシェタトヘの参加、ク,り ルヽ補助全。

青少年交換覚醒事業への参力o 協力。

会員の例会出席意欲が高まるような充実した楽しいフ・・
・ラム

の設定を目指す。

《スマイル報告》

杉山明書雄 君   新年度がいよいよスタ |し ました。役員の

皆様、会員の皆様 1年間宜しくお願い申し

上げます。

柴口啓之助 君

新間 桂子 君

松下 陸朗 君

ク■フとの連携。

(プログラムグル_カ

川口 尚宣 君

リーター 村松 重治 君

会員数増加目標として 60名 と大変な目標を掲げてしまいま

した。会員一人一人が日々,夕

'―

の活動や楽しさを語り声をかけ

続けることが大切です。転勤される場合は後任の方の入会をお

願いする。 JCを 事業する時期の方々を早めに声かけをする。

女性経営者に,タリーの良さを伝える。会員のご家族の入会をおす

すめする。退会された方の子供さんたちにお声をかける。会員

の方々に候補者のリストアッフをお願いし、その方に適したメンハーが

アフ,'する。東,夕 ,―の着手が交流会を開き、候補者を招いて親

交を探めると共にし'シ ●、人脈を広げる場を設ける。長い経験

と広い人脈をお持ちの官川、神野会員にご協力いただきながら

一年頑張りたいと思います.

会員増強委員会は会員増強 会員選考 職業分類の 3ク・ルラ

より構成されています。それぞれのク・ルウ で会貝増強に向けて

様々なアフ,ラをしていただけると思います。会員増強はタラフ全

体で取りInま ないと難しいと思いますので会員の皆様のご協カ

を心よりお願いいたします。

〈青少年奉仕グループ〉 リーター 高口 雅司 君

青少年活動、教育関係者による来贅卓話を企画する.

〈会員増強委員会〉 委員長  大村 幸代 君

く会員増強グルーカ リーター カ1崎

“

子 君

(会員選考グループ) リーダー 高榜 工離 君

〈●業分類委グルーカ リーター 相原 雄治 君

くクラブ広報委員会) 委員長  曽根 正弘 君

〈広報・雑撼グループ〉 リーダー 上国 直弘 君

〈クラフ会報グルーカ リーター 鈴木 寿人 君

〈IT推進グルーカ リーダー 長島 秀親 君

念願の平家に 12月 転居する事が出来まし

た,3オ で転居する事は不安がありますがノ

ンノ`ります。

1年が始まります。皆様のご協力が頼り

です。よろしくお願いします。

7月 1日 付で次男が国交省から香川県高

松市の目1市長で赴任 しました。若輩者です

が、薩摩隼人の名にかけて地元市民の期待

以上に貢献することを親ハカとして期待し

てセヽます。

本年度国際奉仕クルーフ ,タ ーを拝命いた

しました。細川会員と共に百利委員長指導

のもと 杉山会長年度を盛 り立てて参りた

いと思います。1年間よろしくお願い致しま

す。

杉山年度のスタトですね.い ぅばい応援し

ています.今 は 規律のタガのはずれた解

放感を しみじみと味わつています。

杉山年度の発足をお祝い申し上げます。

会長を補佐して頑張つていこうと考えてお

ります。

産まれました I産 まれました !よ うやく

今年も産まれました。 メタカの赤ちゃん |

今大事に育てています。杉山年度がすばら

しい年になるように願つて″イルします。
「いつやるの,今でしょ !Jはキッチフレー

スとしてはちょっと古いですが 景気も上

向き、世代交へも進みつつある「今J力 i会

員増強のチャンスだと思います。今年一年 会員

増強委員会にご協力のほどよろしくお願い

いたします。

結婚記卸 にお花をいただきました。入

会間もない状況でこのようなお気遣い、私

も妻も驚きと感謝ていつばいです。ありが

とうございました

昨日からクリアランルールスタ 大ヽ雨でやられち

ゃいましたが負けずにスマイルします。

なでしこジャパン 決勝進出を喜び。

本口より始まる杉山年度 親睦リーダー

をおおせつかりました。スマイルも担当し

ますので、皆さんの志に期待して。

新年度のスター トなので まずはプテス

マイルから始めようと思いました。

杉山新年度と久々にゆつくりと食べた食

事を祝しスマイルします。

今年 1年間よろしくお願い致します。

クラフの質の維持向上を主眼としてタラフ定款 細貝1に 定められ

た会員資格を条件として調査検討して参ります。具体的な連考

基準としては ご本人の人柄、所属する組織での地位 役割、

例会に出席可能か などを検討させて頂くことになります.

伊藤洋一郎 君

佐橋 徹

望月 康弘 君

大村 幸代 君

佐久間 武 君

道正な職業分類による会員増luの促進.環境の変化 職業の

多様化に対応した柔軟な分類を選考し 新会員入会の受け皿と

して整理する。会員増強、会員達考ク・ループと連携して活動する。

担当する各,タ ーから計画発表をしていただきます。各リター

から委員の紹介もお願いいたします。

本年度は広報と雑誌一体とした活動を行つてまいります。活

動としては [|タ リーの友」を会員 各方面に配布し,夕 ,―活動の

広報を図るとともに「,タリの友Jへの寄稿を通じて当タラフ活動

の広報を図ります.奉仕活動についてはマスバに働きかけ当タラフ

活動の広報を図ります。さらに IT推進クルプと連携し当タラフ

のホームヘつ の充実にも努めてまいります。

小山 真人 君

曽根 正弘 君

小山 宏之 君

冨井 ―矢 君

相原 雄治 君

浅野 裕史 君

方針は
'例

会にて報告 実施した内容を整理し記録に残し会

員の情報涼となるよう工夫する」ことで会員間の情報共有につ

なげていきます。また本年度は会報作成ルハーの負荷軽減になる

ようにも工夫していきます。本年度も卓話などの内容を正確に

残せるように出来る限り原稿をいただければと思つております。

くロータリー情報グループ〉 リーター 伊藤 洋一部 君

新入会員のオリエンテカン.入会後のフォ,.

ホユヾ ンの内容強化。ホムヘーシからの情報発信と連絡関係の

効率イヒ.ホユヘ ツ等を通した 東,タツタラフの紹介.各委員会

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

7/2 52(61) 6

6′25 53〈 51) 11

53(52) 10 6 4 92 31%

く会報作成 :長島秀親〉


