
第 2616回例会

≪司 会≫  杉田至弘君

_≪ 合 唱≫  「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

≪BGM≫   「ピアソラヘのオマージュ」

GIDON KREMER

≪ゲスト≫  なし

≪ビジタニ》 なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該当者なし

結婚記念 日

4月 29日 杉本幸子君

≪会長挨拶》

先週は例会終了の後、南部特別支援学校へご訪問を

頂きありがとうございました。又、本 国は 18時 より当

ホテルにて新旧合同クラブ協議会が開催 されますので

該当される会員の皆様にはご出席をお願い致 します。

さて、先週の例会の日にボス トンで爆弾テロが発生

致 しました。その時点では詳細も判 らずテレビの報道

で衝撃的な様子が再三放映されていたわけですが、そ

の後はご存知の通 りの進展で犯人の兄弟の内、兄が死

亡し弟が身柄を拘束されました。

この事件は様々な側面があつて、悲惨な事件であつ

て再発を防がなければいけないとい うような面では広

く共感が得 られるとは思いますが、我々日本 とアメリ

カの社会や国家観が随分異なっているような気が致 し

ました。

オバマ大統領は事件発生直後に犠牲者への哀悼の意

を示す と同時に 「犯人を見つけ出し、必ず正義の裁き

を受けさせる」と訴えました。犯人の弟が拘束された

19日 夜、大統領は「まだ答えのない疑間が多い。この

国で育ち、学んだ若者がなぜこんな暴力に訴えたのか。

いかに計画し実行 したのか。何 らかの支援があったの

か。」しかし、「アメリカやボス トンが素晴 らしいと言
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われるのは、世界中の人々を迎えるからだ。悲劇がな

ぜ起きたのかを探る一方で、この精神を維持 しよう」

とアメリカ国民に呼びかけました。

事件の発生後から犯人を捜査し、発見し銃撃戦を経

て 1人が死亡、 1人を拘束するまでの FBIや地域社会

や市民の対応等は報道されている限 りでも日本 とは全

く異なり常に世界中のどこかで戦争を戦い、テロリス

トの標的になる可能性を抱えて、しかも日常生活の中

に銃が氾濫 している社会の緊張感が前提になっている

ことに驚かされます。それでも前述のように多様な世

界の人々を受け入れる精神を大統領が直ぐにも訴える

ところがアメリカ合衆国と日本国の成 り立ちの違いな

のだと感 じます。

日本 も人 口減少社会に突入 し、海外か らも様々な

人々が訪れ、生活 し、働 くようになってきています。

上手に迎え入れて、日本社会の良さを維持 しながら活

気のある仕組みを作 りたいものですね。

21日 (日 )は 、雨の中で霞ヶ浦マラソンを走って来ま

した。19000人が走 りましたがスター トからゴールま

で完璧な冷たい雨でした。皆さんずぶ濡れで震えてい

ましたが、何事もなく走れるだけでもありがたいです

ね。

≪会員挨拶≫

松下陸朗 君

皆さん、お久しぶ り

です。一昨年、長年連

添つてきた糟糠の妻の

看病に集中するため退

会致しました。それか

ら1年余 りたち、昨年

12月 に癌 とい う病魔

から助け出すことができず妻は他界 しました。半世紀

余 り共に生活をしてお りましたので、寂蓼感に苛まれ

る日々で、自身の様々な趣味も妻がいたから楽しかつ

たと痛感 してお りました。そんな中「もう一度ロータ

リーに復帰したら」とお声がけ頂き、復帰の決心を致

しました。改めて、よろしくお願い致 します。



≪クラブ奉仕フォニラム》

司会 クラブ奉仕グループ 伊藤洋一郎 君

最近の例会では、卓話を

中心に実施 してきましたが、

一度原点に戻つて 「クラブ

奉仕フォーラム」を実施致

します。クラブ奉仕 (Club

Service)と は、ロータリア

ンが所属ロータリークラブを円滑に機能させる為に行

う奉仕活動です。つま リクラブ例会に出席す ること

親睦にカロわること、プログラムに参加すること、委員

になること、理事を務めること、会費を払 うこと、 I
M・ 地区協議会、他区大会に出席することです。また

フォーラムとは、古代ローマで行われていた討論方式

で、示 された話題について、出席者全員が討論に参加

するもので、必ずしも決定や結論を求めるものであり

ません。今回は 「各会員がどのようにクラブに参加 し

活動するか」とい うテーマ晒己布資料の 6項 目)でテー

ブル毎にフォーラムを実施 して発表 してもらいます。

<各テーブルのフォーラム風景>

各テーブルからは 「スマイルの基準」を中心に意見

の発表がありました。
・スマイルの趣旨からすると金額の基準を設けない

方が活性化するのではないか。

。結婚記念 日と誕生 日のプレゼン トをもらつた時は

3,000円 とい う基準があるが、それ以外は自由な金

額だと認識 していたさ
。年間予算から逆算 して 3,000円 程度 とい う話で基準

ではないと思 う。個人的に金額の基準にこだわりは

ありませんが、この程度はロータリアンとしての義

務ではないかと感 じる。
。金額の基準にこだわりはありませんが、年間目標の

予算がある以上、スマイルも日標を意識 して実施 し

ていくべきだと考える。

・他クラブの方から、各自が自由に何気ない日々の出

来事に感謝 して行 う静岡東クラブのスマイルは素

敵だと意見を頂いた。そのクラブでは 「～記念 日」
「～の成果」と堅苦しいそ うです。

意見一部抜粋

各テーブル とも心配 した以上にフォーラムの形に

なったとホットしています。フォーラムは結論を求め

るものではありませんが、なかなか普段、話 し辛い内

容について、フォーラムを通 して会員相互にどう感 じ

ているかを共有するところに意味があると考えていま

す。この結果を報告書にまとめて理事会と会長・幹事

に上げておきますので、理事会でも討論をよろしくお

願いします。

≪スマイル報告≫

中島 達郎 君   5月 5日 は結婚記念 日になってお

ります。今 日現在離婚の予定がないの

で、 1週早くスマイル しておきます。

古橋 岡1俊 君   静岡南部特別支援学校の訪間に 16

名の会員のご参加をいただきました。

ありがとうございました。

宮川 7巴 君   5月 22日 (水 )～ 23日 (木 )の両 国

新潟東 RCの来静メンバーが決ま り

ました。22日 (水 )の ゴルフ、夜間の

懇親会に多数の参加 を期待 していま

す。よろしくお願いします。

戸塚 敦雄 君   ボス トンのテロもありましたが、霧

ケ浦マラソンを雨の中、楽 しく走つて

きました。平和な日本に感謝です。

≪第 283回 くらく会報告≫

平成 25年 4月 23日 (火 ) 於 静岡倶楽部

出席 7名 投句 1名

兼題 「花の雨」「風船」 他当季雑詠

第 1席 花の雨別れの涙隠しけり

入学の母が手を引く花の雨

第 2席 それぞれの門出祝いし花の雨

昔 日の思いめぐりて花の雨

(先生を送って)

小山宏之

小山宏之

小山宏之

新間和美

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
56(54)

56(53)

56(53) 9 4 5 90 57%


