
第 2842回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「君が代」

「奉仕の理想」

≪BGM≫   リチャード・クレイダーマン「Romantic」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

皆 さん、こんにちはЭ

今 日は先週の土曜 日、市内葵

区青葉の江崎ホールにて国際 ロ

ータ リー第 2620地区の職業奉

仕セ ミナーが開催 され、森下職

業奉仕 リーダー と共に参加 して

まい りま した。そ して一昨 日の

火曜 日には夕刻 よ り清水駅前の

やすい軒にて第四分区の第四国会長幹事会が開催 され、

川崎幹事 と出席 して参 りま した。

その報告をさせて頂きます。

地区職業奉仕セ ミナーは午後の半 日を使 い、第 2620

地区 79ク ラブの会長 と職業奉仕 リー ダーが参加 を致

しま した。お二人のか ら職業奉仕 についてのお話 をお

伺いま した。

第 2620地区焼津 RC松村友吉ガバナーの開会の挨

拶の後、RI研修 リーダーで 日本 R C100周 年実行委

員会 ビジ ョン策定委員会委員長、第 2840地 区前橋 RC
の本 田博 己様の 「職業奉仕か ら奉仕の理念へJと 題す

るお話 しと、 日本 R C 100周年記念実行委員会 ビジ ョ

ン策定委員会委員で当地区の静岡RC;志 田洪顕様の

平成 30年  2月 1日  天候 雨

「RI第 2620地 区の職業奉仕の現状 と未来のロー タ

リーを考える」 と題 してのお話を頂 きま した。

志 田様の講演では、事前に地区内の 79ク ラブにア

ンケー トを実施 しその回答の集計についての報告があ

りま した。まだ集計途中とい う事で詳細は後に資料 と

して頂けるとの事で したが、回答 を寄せた 74ク ラブ中

52ク ラブが職業奉仕活動 として職場見学会 を実施 し

ているそ うです。その他では関連卓話や、ロー タリー

の四つのテス トに関連 した講座が 13ク ラブ、地域貢献

活動が 15ク ラブ、学校等での出前講座が 3ク ラブ、そ

の他では職業を生か した市民相談会な どの実施が され

ているそ うです。 このアンケー トについては、集計が

ま とま り次第事務局 より入手 し職業奉仕活動の参考に

したい と思います。

一昨 日の分区会長幹事会では 3月 11日 にホテルア

ソシアにて開催 され る IMに ついての案内がございま

した。 ゲス トス ピーチでは俳優の石 田純一 さんがお話

をされ るそ うです。そ してエ ン ドポ リオヘの寄付貢献

について当クラブが財団よ り感謝状を頂けるそ うです。

これは柴 田元会員の行つたチャ リティーコンサー トの

売 り上げ寄付が大きく貢献 しているものです。 も う一

点、次年度 より分区の編成が変わることにな り、分区

での交換留学生への助成金の処理があ り、各クラブに

期首会員数あた り 1,000円 を返還す ることになってい

ま したが当クラブには 53,000の 返金があ り、頂いてま

い りま した。

最後 の分 区会長幹事会 は 6月 5日 火曜 日に新 しい

分区の第ニグループ 12ク ラブの新 旧会長幹事会 とし

て開催 され るそ うです。

地区、分区でのセ ミナーな どに出席 します と、他 ク

ラブのそれぞれの委員会での 目新 しい活動な ど知 るこ

とがあ り大変参考になる情報を得 ることがあ ります し、

交流の時間が設 け られている場合にはロータ リーでの

他 クラブ会員 との交流の拡大の機会 も増えます。

皆様 にもこ ういつた機会がございま した ら是非積極的

に参加頂けるよ うお願い申し上げます。

以上、会長挨拶に替えさせて頂きます。

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

2月 1日 伊藤 洋一郎君

2月 2日 長谷川 泰 君

≪会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

該当者なし

高田 雅司 会長
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≪委員長・リーダー 上半期業績、下半期計画発表≫

●広報・雑誌 リーダー 鈴木 広士 君
「ロータ リーの友への関心を高め、ロータ リー活動

の広報を図る」 とい う方針 を掲げ取 り組んでいます。

月初に 「ロー タリーの友 を読 も うJと 題 して、記事

の概略を紹介す る 3分問コーナーを設定 しま した。

●クラブ奉仕   代読 委員長  由利 浩志 君

上半期は、各委員会の活動への協力を図つてきたが

とりわけ SAAグループ とは連携 をとってクラブ例会の

活性化 を心掛けま したc下半期は 4月 26日 例会でクラ

ブフォーラムを実施す る予定です。そ こでは例会の形

式 (夜 間例会の回数や可否 を含 め)な ど「例会の在 り方 J

について全員に討議をお願いす る予定委です。

●出  席 リーダー 佐野 哲一 君

11月 までの 5ケ月の第四分区 9ク ラブの通算出席

率ベス ト3は、静岡日本平 RC 94%、 清水中央 RC 93%

清水 RC92%、 当クラブは 89%で 5位 と真ん中でした。

下半期においては出席率云々よりも、クラブ維持の

ための出席方法とメーキャップ方法を熟考せねば静岡

東 RCの存在に関わつてくる恐れが出そ うです。

食事数を現状以下にせぬことが今後の課題 と想定し

ます。今や出席率よりも例会への出席の有無が大事だ

と思ってお ります。

●親睦活動       リーダー 山下 勝央 君

8月 3日 納涼夜間例会 (フ レックスミュンヘン)

会員 37名 。ご家族 3名 。会社関係 3名  計 43名

親睦メンバー杉山さんのお店で開催。

12月 21日 クリスマス家族会 (ホテルアソシア)会員

39名 。ご家族 19名 。会社関係 2名 計 60名

サン ドアー トがとても好評でした。

●スマイル       リーダー 中嶋 達郎 君

年間 100万 円を目標に活動 してきました。結果前期

達成率 97%で若千 目標までいきませんでした。

後期は前期不足分を含め予定の数字を上回る様に

頑張つていきたいと思います。特に結婚記念 日・誕生

日祝いは、スマイルを忘れない様にしていただきたい

と思っています。

●プログラム リーダー 宮城 展代 君

前半は、子ども食堂のボン増田さん、ボーイスカウ

トの松田さん、丸子の長田地区連合町内会長の村松さ

んは高齢者特に認知症の方々を守る取 り組みを、また

静パ ックの佐野さんは多様な働き方の推進等、それぞ

の立場での社会貢献の卓話をしていただきました。後

半は、オリンピックイヤーとい う事もあり、スポーツ

に拘つた人選での卓話を多くしたいと思います。

●ソング リーダー 花房 善之 君

佐野・川 口・武田会員と4名 で、毎例会のオープニ

ングセレモニーとして 「美 しい姿勢で明るく楽しくJ

をグループ方針にて運営してまい りました。毎回日替

わリリーダーの個性を発揮 し、ワンパターンを回避す

るべく取 り組んでお りますが、改善提案も出されてお

ります。こうした点を踏まえ、下半期は通常活動に加

え、会員の皆様の意見を伺いながら次年度を見据えた

運営提案活動も行いたいと思います。

● SSA リーダー 長島 秀親 君
2ケ月毎に席次を変えて、会員同士の親睦や情報交

換が行えるようにしてお ります。また食事の無駄をで

きるだけ出さない様に、少なめに注文 しています。食

事の注文数と例会参加者がビッタリだつた回数は 22

例会中 9回 もありました。火曜 日の午後に事務局から

アソシア様に食事の数をお願いしています。

御協力をお願い申し上げます。

●ロータリー財団 “米山 委員長  望月 康弘 君

9月 26日 柴田会員によリチャリティディナーショ

ーの寄付金 30万 円をポリオ撲滅資金 として、ロータリ

ー 日本財団に送金 しました。10月 27日 ポリオ撲滅資

金への寄付金 30ドル×0112× 54=181,440円 と募金

16,245円 の合計 197,685円 をロータリー 日本財団に

送金 しました。11月 30日 2009年～10年度ロータリー

財団国際親睦奨学生 村中由美子様に 「ベルギー・フ

ランスに留学 してJと 題 して卓話をいただきましたЭ

下半期計画として、恒久的基金寄付を一人以上お願

いし、ロータリーカー ドヘの加入勧誘を行い、実施が

許可されれば、人道的プロジェク トヘの参加をします。

≪スマイル報告≫

杉田 至弘 君   本年 10月 に迎える当クラブ創立 60

周年準備委員会を昨年 6月 に立ち上

げました。肥田委員長のもと大村年

度、高田年度、杉田年度の各会長、

幹事、副幹事 9名 、総勢 10名 の方々

にご意見を戴き、実施案、予算案が

固ま り、先般理事会のご承認を得ま

した。

今後は実行委員会に場を移 し作業

に入 ります。各委員のご尽力に感謝

してスマイル します。

花房 善之 君   1月 21日 、結婚記念 日にお花を贈

りくださり、有難 うございました。

(23回 目の結婚記念 日でした)

村松 重治 君   SBSラ ジオではハヮィ 日系移民

150年記念で「三遊亭鳳楽 。上原孝男

が行 くハワイ 6日 間Jの ツアーを開

催 します。是非ご検討の上、ご参加

頂ければ幸いです。パンフレッ トを

ボックスに入れさせて頂きました。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

52(50)

1/25 53(50) 11

53(51) 11 7 4 92 15%

<会報作成 脇永 勉>


