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平成 27年 7月 2日
《司 会 》

天候 曇

・方針 として 「親睦 と奉仕 を通 じ
れ らを前提 として今年度のクラフ

新間 桂子 君

ンは 町 望
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
《合

唱》

く BCM》

「君が代J「 奉仕の理想」

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

「交響曲 第 9番 ホ短鶴 作桐 95J

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

《グス ト》

なし

くビジター 》

なし

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

・″フに集約
といた します。 これ に伴 いスマイルクllフ を規陸活動夕

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

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

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

たい と思います。

ことにな りま した杉山でごぎい

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

ます。
新間幹事、浅野副幹事、理事
役員、委員長、,′・―の方々 とカ

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

年 、ホ ,オ フラス基金へ の■附 目様が 30ド ル/人 年 と
・
フ としま しては地区 日標額 に達 しません
なってお ります。 当クラ
150ト

ル/人

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

ー財団への書附 を 10ト ル/人
が,― タリ

支援 とご協力をお願 い 申し上げます。
ー会,、 ス,ラ ンカのラヒンラトン氏は「Bc a gift
さて今年度 の国際,― タリ
to the world」
日本薔釈 は 「世界へ のフレ
セントになろ う」をテー

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。

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

年増額 、ホ ,オ フカ 基金^の

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。
―夕,― を楽 しもうJを ■ワ
ート
最後 にな りま したが、今年度 は「。
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。

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
ーを通 して、これ らを世界にフ″ ント
はずです.私 たちは,タ ツ
す

《委 員長・ リー タ ー計 画発表 》
(奉 仕 プ ロジェク ト委員会)
■■■

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

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

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
セント(授 かつた)
解釈 をさせ ていただ くと「1り ,ア ンは、天か らフレ

の参力0を お願いいた します。
(職 案ttLグ ルー カ

自利 浩志 君

リーダー 山下

君

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

まだ正式決定ではあ りませんが 10月 15日 で職場訪間
"央 の検討

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

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

もの を、世界の,夕 ,ア ンに投げかけています。
ヽ卜 は 地区の行動計画の 中で
また第 2620地 区の野 口英 ―力′

を さらに楽 しくや りたい と思ってお ります。

「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

く
社会奉仕 グルーカ
リーダー 松下 睦FJl君
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

ク■フ との連携。
(プ ログラムグル

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
ヘ の参加、ク,り ヽル補助全。
に貢献できることを考 える.プ ロシェタト
青少年交換覚醒事業へ の参力o 協力。
〈
青少年奉仕グループ〉
リー ター 高 口 雅 司 君
委員長

会員増強委員会は会員増強

大村 幸代 君
職業分類 の 3ク・ ルラ

会員選考
・ ルウ で会
よ り構成 されています。それぞれのク
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

の設定を 目指す。
《スマイル 報告 》
杉山明書雄 君

柴 口啓之助 君

新間 桂子

君

松下 陸朗

君

を心よ りお願 いいた します。

く
会員増強グルーカ

リーター カ1崎

子君

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。
ーの良 さを伝 える。会員 のご家族 の入会 をおす
女性経営者に,タ リ

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
ンハーが
アッ
フ をお願 い し、その方に適 したメ
アフ ,'す る。東,夕 ,― の着手が交流会 を開き、候補者 を招 いて親

川 口 尚宣

君

(会 員選考 グル ープ)

リーダー 高榜 工離 君

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

伊藤洋 一郎 君

佐橋 徹

望月 康弘

君

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.
〈
●業分類 委グルー カ

リーター 相原 雄治 君

道正な職業分類による会員増luの 促進.環 境の変化

大村 幸代

君

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
・ ループ と連携 して活動す る
して整理す る。会員増強、会員達考ク
。
くクラブ広報委員会)
委員長
曽根 正弘 君
ー
担 当す る各 ,タ か ら計画発表 を していただきます。各リター

佐 久間 武

君

か ら委員の紹介 もお願 いいた します。

広報・ 雑撼グループ〉
〈

リーダー 上国 直弘 君

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
ーの友」 を会員 各方面に配布 し,夕 ,― 活動 の
動 としては [￨タ リ
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

小山 真人

君

曽根 正弘 君
小山 宏之 君

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。

クラフ会報グルーカ
〈
方針は

'例

会にて報告

リー ター 鈴木 寿人 君
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

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

す。
ですね.い ぅばい応 援 し
杉 山年度 のスタ ト
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
￨

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

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。
念願 の平家 に 12月 転居す る事が出来ま し

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

'シ
交を探 めると共にし
●、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.

リー ター 村松 重治 君

・
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

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〉

̲カ

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 ヽ
大雨でや られ ち
い
マ
したが
ス
ル
ゃ ま
負けずに イ 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

冨井 ― 矢

君

相原 雄治

君

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

浅野 裕史

君

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。

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
エンテカン.入 会後 のフォ,.
新入会員 のオリ

〈IT推 進グルーカ

リー ダー 長 島 秀親 君

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
ヒ.ホ ユヘ ツ等を通 した 東 ,タ ツタ
効率イ
ラフの紹介.各 委員会

《出席報告 》
会員数

出席

欠席

7/2

52(61)

6

6′ 25

53〈 51)

11

53(52)

10

MU

6

完全欠席

確 定 出席率

4

92 31%

く
会報作成 :長 島秀親 〉

