
第 2603回例会

≪司 会≫  杉田至弘 君

≪合 唱》  「それでこそロータリー」

≪BGM≫  ピアノ協奏曲20番二短調

(モーツアル ト)

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

1月 25日  高柳正雄 君
1月 30日  大村幸代 君

結婚記念 日

1月 26日  司馬速 君

≪会長挨拶要旨≫

皆さん こんにちは

今月の 11日 にはフランスが無政府状態の西アフリ

カマ リに軍事介入を開始 しましたが、僅か 8日 後の 19

日には隣国のアルジェリアでイスラム過激派系の武装

集団によるガス田施設での人質事件が発生し、日本人

を含む各国の民間人が殺害されてしまいました。現在
の私達 日本人は政治も経済も、良い事も悪い事も、世

界中で互いに密接に繋が り合い、もの凄いスピー ドで

影響されあつているとい うことなのだと思います。

さて身近な話題ですが、先 日の静岡新間に 「南沼上

柴揚げ漁保存会」の皆さんによる伝統漁法「柴揚げ漁」

が麻機遊水地で行われたとい う記事が掲載されました。

この保存会の平岡重雄会長 さんは、私達が毎年実施 し

ている浅畑川の清掃活動にもいつも協力 して頂いてい

ます。20日 の 「柴揚げ漁」には寒い中を約 300人の

見物客が集まり室町時代から続 く冬の風物詩を見守 り

フナ汁等が振舞われたそ うですが肝心なフナは4匹 し

か獲れなかったようです。主催者はちょっと困つたの

ではないかと想像致 します。多分、河川の汚染や外来

種の生物の繁殖によって在来種が減少 しているのでは

ないかと心配されます。

平成 25年 1月 24日  天候 晴

私達が清掃活動を行な う浅畑川の沿岸には、東クラ

ブが植林 した樹木や麻機遊水地に生息する在来種の生

物の写真 と環境保護を訴える掲示板が設置されていま

す。ご覧になったことのない方は 3月 23日 (土)の 清掃

活動にお出掛け下さい。

本 日は、先週に続いて委員長・ リーダーの上半期業

績 と下半期計画に発表をお願い致しますので宜 しくお

願い致します。

以上で本 国の会長挨拶を終わります。

≪上半期業績 口下半期計画発表 (つづき)》
奉仕プロジェク ト委員会

職業奉仕グループ 上田リーダー

10月 18日 の例会で、10月 13日 に開催 された地区

職業奉仕セ ミナー (日 本理化学工業の大山会長の講演 )

を紹介 しました。その後、藤枝MYFCの 小山さんに
「藤枝MYFCの 夢」の講演をいただきました。 さら

に、親睦活動グループと共催で陸上自衛隊の見学も実

施 し 18名 の会員の参加を得ました。

クラブ管理運営委員会   伊藤委員長

クラブ活性化のために、各グループのリーダーのも

と、様々な活動を行なっています。

クラブ奉仕グループ 伊藤委員長 口司馬会員

会員相互の親睦とクラブ運営の円滑化・活性化のた

めに積極的な側面支援活動を行なっています。

出席グループ 伊藤委員長

年間出席率 90%以上を目標に活動 しています。平成

24年 11月 末で 91.5%と かろうじて目標達成ペース

です。今後 とも一層のMPの活用を含めご協力をお願

いします。

親睦活動グループ 冨井リーダー

笑顔 と絆をモットーに会員ならびに家族の親睦を

図ることを目的に活動 しています。 SBSの Temb
oooで 実施 した納涼夜間例会 (8月 2日 )は、会員

45名 、ご家族 20名 、お子さま 8名 の参加を得て、 S

BSアナウンサーの登場もあるなどたいへん盛 り上が

りました。市内 7ク ラブ合同ゴルフコンペ (9月 8日 )

では、全体では惜 しくも 2位でしたが、上田会員が見



事優勝されました。年末家族会 (12月 20日 )では

子供たちがサンタクロースやマジシャンの登場に喜ん

でくれました。食べ歩きの会もたいへん好評。毎例会

時の受付等の通年活動も実施 しています。皆さまのご

協力に感謝いたします。

プログラムグループ 杉本 リーダー

上半期は 18回 の卓話があり、焼津水産工業の山本

社長、日銀の秋山支店長など幅広いゲス トをお招きす

ることができました。下半期は 13回の卓話を予定し

ていますので、ゲス トご推薦など、幅広いご協力をお

願いいたします。
スマイルグループ 山下リーダー

年間 130万の目標でスター トしましたが、上期では

ぼ 50%の進捗です。今後 とも何卒ご協力をよろしくお

願いいたします。

ソンググループ 川崎リーダー

例会での指揮のほか、年末家族会では「あわてんぼ

うのサンタクロース」を楽しく皆さんで歌うことがで

きました。4月 の観桜会では季節感ある歌を合唱した

いと思います。

SAA 中嶋リーダー

3ヶ 月ごとに席替えを行なうほか、出席数を見極め

食事の無駄を省き経費の節減に貢献しています。なお

軽食の日はすでに 5回実施、後期にあと3回 をカレー

ライスで実施予定です。

ロータリー財団 日米山委員会 望月委員長

(兼  ロータリー財団グループ報告 )

12月 22日 に地区補助金管理セ ミナーがあリクラブ

会長エレク ト、次期財団委員長が出席 しました。今年

の 2月 末 日までに地区補助金プロジェク トの提案書を

地区に提出するように要請 されています。今月か ら

2013～ 14年度グローバル補助金申請ページが開始さ

れていますが、こちらは地区財団委員会と相談して提

出する予定です。カリフォルニアからのGSEメ ンバ

ー受入れについてはリーダーのプライス女史が曽根正

弘会員のお宅にホームステイされました。GSEメ ン

バーは県立大学、静岡放送、魚市場、県立こども病院

などを見学し好評でした。タイの 「田舎の学校に浄水

器を設置するプロジェク ト」は タィ側 5ク ラブ、日本

側は 3地区 9ク ラブが参加 し総額約 5万 ドルの予算で

30校 に浄水器を設置する計画。来月 2月 4日 にタイで

贈呈式があり、地区財団委員会の曽根員人さんが代表

して出席されることになっています。

米山グループ 肥田リーダー

米山記念館の例祭に参加 しました。記念館のある駿

東郡長泉町は米山さんゆかりの土地です。

≪第 280回 くらく会報告≫

平成 25年 1月 21日  (於 静岡倶楽部 )

出席 7名 投句 2名

兼題 「探梅」「初夢」 他当季雑詠

第 1席 土の香も春の兆しか探梅行

第 2席 初夢や宝の舟に乗 り遅れ

第 3席 初夢や幸せ願 う子の寝顔

探梅や香に誘われて花に会い

≪スマイル報告≫

司馬 速 君   結婚記念 日のお祝いありがとうご

(大 口)   ざぃましたσあっという間に 60数年

が過ぎてしまいました。

肥田隆輔 君

(大 口)

戸塚敦雄 君

大村幸代 君

中嶋達郎 君

上田直弘 君

長島秀親 君

山下勝央 君

前東ロータリー会員、第 28代会長

を務められた前田修― さんより早朝

に電話がありました。息子 さん (前 田

隆平さん)が スイス大使になられたと

い うことでたいへん喜んでお られま

した。隆平大使は当クラブに卓話に来

られた り、当クラブの中国旅行の際は

関西空港でもたいへんお世話にな り

ました。スイスに行かれる際には是非

ご一報くださいとのことです。

伊東市のオ レンジビーチを気持ち

よく走ってきました。定期健康診断も

無事通過 して、おいしくお酒が呑める

ので、スマイルします。

お誕生 日のお祝いありがとうござ

いました。子供のころ誕生 日が来るの

がとても楽 しみだつたことを懐か し

く思います (今 では考 え られませ

ん。。。)。

SAの活動、無事に前期が終了し

とくに新人、串山会員が一生懸命苦労

しもつぱら頑張つて活動 しているこ

とに感謝 してスマイル !

誕生 日(1/1)のお祝いありがとう

ございました。10日 の例会の際にス

マイルせず、17日 は欠席でしたので

本日スマイルさせていただきます。も

う58歳。60歳まであとわずかですが

もう少し頑張ります。

静岡東高校の「社会専門講座」講師

派遣事業にご協力をいただきました

村松会員と永島会員に感謝の気持ち

をこめてスマイルいたします。村松会

員、永島会員、たいへんお世話になり

ました。ありがとうございました。

今年度のスマイルロ標は 130万円

です。1/10現在で日標達成まで残 り

63万円になりました。皆さまのご協

力に感謝を申しあげスマイルさせて

いただきます。

今井富子

竹内弘毅

丹羽亨

新間和子

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

56(53) 6

1/17 56(53)

56(53) 9 5 4 92 45%


