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≪会長代行挨拶要旨≫

『本年度の総括』

第 2770回例会

≪司 会≫  浅野 裕史 君

≪合 唱≫  「手に手つないでJ

≪BGM≫   音楽畑 3/Katsuhisa HATTORI

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ 福羅 博行 君 (横浜南陵 RC)

≪本日のお祝い》

結婚記念 日

6月 23日 相原 雄治 君

6月 26日 板井 由紀子君

佐橋 徹 会長代行

本 日で私のご挨拶は終了

とな りますので、今 日は本

年度の総括 と御礼を申し上

げます。

2015～ 16年度は昨年 7月

2日 から杉山明喜雄新会長

の元 “親睦 と奉仕を通 じて

ロータリーを楽 しもう“とい うキャッチフレス
゛
で順調に船出をいたしま

した。 ところが 7月 8月 と過ぎて 9月 第 2週 の 16日 に 「青

天の犀重Jと はこのことでしょうか、突然、杉山会長が体調

不良を訴えられて休会 されることになりました。翌 9月 17

日の例会からは私が会長代行を仰せつか り準備"セ・口“のま

ま走 り出しました。私の予定としては、会長エレクトの 1年 間は

杉山会長のそば近 くで見習いをして次年度に備えるつもり

でしたが、待つたなしで会長代行の大役がやって来て しまい

ました。

ロータリークラフ
・における「会長代行Jと は、身分不詳で規則にも

見当たりませんが、それはさておきクラフ
｀
の流れを中断する訳

には参 りません。理事 役員・新間幹事などのご指導 ご指示

を頂き、何 とかここまでこぎ着けた次第です。杉山会長はそ

れぞれの活動について深い意図をもつてお られた と思いま

http //www.sh izuoka-easi-rc. jp

平成 28年  6月 23日  天候 雨のち晴れ

すが、直接伺 うことは不可能でしたので従前からの恒例に従

ってスケシ・ュルを務めさせて頂きました。従つて会員の皆様に

は活動的ではない 停滞 した年度 となつてしまったかと危惧

してお ります。

1年を振 り返つてみます と、先週 今週の委員会報告にも

ありますが、 7月 の納涼会、10月 の職場見学会、12月 の年

末家族会、 4月 の観桜会の四大イヘ
゛
ントは、親睦活動ク

ヾ
ルーフ

.を

始め職業奉仕ク
ヾ
ルフ

.な
どのご活躍で楽 しい例会 とな りまし

た。社会奉仕ク
ヾ
ルフ

.は
3月 に浅畑川清掃活動を、4月 には南

部特別支援学校訪間を企画 し多数の会員が奉仕活動に参加

しました。さらに本年度から新 しい社会奉仕活動の一つとし

て特別養護者人結ム等ヘタオルを届ける運動が始ま りました。杉

山会長の発案でしたが、先方にも大変喜んで戴けましたので

来年度 も続けて頂きたいと思います。11月 には新潟東ロタリー

クラフ
゛
が末静 されてさらに友好を深めることが出来ました。中

島会員には今年 も大変なお役をお引き受けいただきあ りが

とうございました。今年は静岡市内 7ク ラフ
゛
合同例会のホストクラ

フ
ヾ
として 2月 に同志社大学大学院内藤正典教授をお招きし

て 「中東の崩壊 とハリの同時多発テロ事件」 と題 してご講演を

いただきま した。現代社会に多くの影響を与えている中東の

現状や、EU諸国が頭を悩ませている難民問題などについて

重要な情報と考え方を知 りました。またフロク
ヾ
ラム委員の方々

のビ努力で、各界の多彩なケ
゛
ストた ―カーから多くの貴重なお話

を伺 うことが出来ました。クラフ
゛
広報 会員増強 クラフ

゛
管理運

営 ロタリ財団 米山などの委員長 リータ
・―の方々、静岡東ロータリ

ークラフ
｀
の会員全員の方々、そして山口さんはじめ事務局の皆

様に、年度末に当た り 改めて深 く感謝いたします。誠にあ

りがとうございました。

≪地区ロータリー財団委員会 報告≫  上田 直弘 君

本年度の地区の寄付の日標は1人あたり150卜・ルでした。前年度が

107ド ルであった中、高い日標でしたが、昨日現在で 154卜
・ルという

ことで、地区の目標を既にIIE成 しております。ちなみに寄付額の一

番高い所は甲府RCで 1人あたり828ド ルとのことです。他クラフ・と比

べると当静岡東 RCは 78クラデ中 38位とちょうど真ん中くらいに位

置しており1人あたり110卜・ルでございます。

翅



≪委員長 リーダー期末報告≫

く職業分類グルー プ〉   リー ダー 相原 雄治 君

職業分類ク・ルフは 2件の分類を公開しました。1件は官城会員の

ビ入会により産業廃棄物処理業を、もう1件は宮崎会員の入会に

より自動車配布と、計 2件を公開し大役を果たせました。

く会員増強グループ〉 リーダー 川崎 依子 君

会員数は 52名 でスタートし、 9月 10月 と女性会員が 1名 ずつ増え

順調だつたところへ、宮川会員のご逝去と2名 の退会があり4月

の宮崎会員の入会により、結局期首と同じ52名 という結果となり

ました。入会をお願いする方にはもつと積極的にアフローチし 食事

会を設け周 りから固めていかなくてはと、反省 しています。

く会員選考 グルー プ〉  リーダー  高柳 正雄 君

会員選考ク・ルフは、上半期に3名 下半期にも3名 、そして 6/30

入会予定の増田さんと、7名 の会員選考をさせていただきました。

くクラブ管理運営委員会〉 委員長   中嶋 達郎 君

クラフ・管理は 6ク
｀
ルフを以つて運営しています。それぞれが年初計

画した行事を全て終了いたしました。特に出席ク・ルフは、出席率

90%以 上と過去に例のないくらい大変な率を確保 し、もう一つスマイ

ル委員会も、年間 100万 円以上を目標としましたが、こちらも早い

時期にクリアすることができました。

〈クラブ奉仕グループ〉  リーダー  柴田 啓之助 君

4月 のクラフ
゛
奉仕月間に、奉仕活動に携っている私の知人の木遣り

保存会副会長である大橋さんに卓話をお願いし、なかなか面白い

お話をしてくださつたので、役目を果たすことができました。

く出席グループ〉 リーダー  鈴木 洋一 君

出席率は 90%を クリアでき、前年度より2%ほ ど改善することができ

ました。試みとしましては出席報告の前に何か一言を付けカロえる

ようにしたのは、良かったのではと思います。「Webに よるメイクアッフ

方法の周知」は、遅れて申し訳ございませんでした。

くソンググループ〉 リーダー  佐野 哲― 君

今年度は柴田さんの小唄のおかげで、当クラフ・も面白いクラフになっ

たかなと思います。平成 28年は「3本の矢■E本 舛添Jと いろいろ

ある年ですが、後に 28年を思い出した時には「′卜唄の 28年 Jと い

う記憶を作り上げられたのではないかと思つております。

〈SAAグループ〉 委員  川崎 依子 君 (代弁)

例会場については各テフ・ルヘ季節を感 じさせる花を飾 り、ホ・ が

の入つた曲を含め幅広い音楽を流してみました。席次は昨年同様

2ヶ 月毎に変更しました。しかし出席率の良い方を 1番ラフ
｀
ルにし

たため、時々席がなくご迷惑をおかけしました。食事は事務局の

協力を得て、無駄の少ない食事数に努めました。山口さんによる

と「最近火曜 日までに欠席連絡が入るため、ほぼヒッタリの食事数に

なっているJと のことで、皆さんのご協力に感謝申し上げます。他

例年より速や力ヽ こ配膳 してもらうようにしました。

〈米山グループ〉 リーダー  神野 一成 君

まず普通寄付金は、上期に 156千 円、下期は 153千 円、特別寄付

としましては 540千 円で、合計 849千 円を米山へ寄付いたしまし

た。 2つ 目として 9月 、米山梅吉の秋季例祭に出席 し、梅吉翁の

墓前にお参りいたしました。 3つ 日として 10月 には親睦 職業奉

仕グループからの協力を仰ぎ米山記念館を訪問し、勝山ホストが′ヾナ

ーよりとても有意義な卓話をいただき、改めて米山翁の偉業につい

て皆が理解を深めることができました。

くロータ リー財団 米山委員会〉委員長  望月 康弘 君

地区補助金について、社会奉仕グルフの申請で、南部特別支援学

校児童との植栽活動に79,400円 が交付されました。

2009年 度に当クラフ・が送 り出した国際親善奨学生 村中由美子さ

んが 6年半本当に努力され、この 4月 ツルホ・ンヌ大学の文学博士号を

取得されました。当クラフ推薦の奨学生が立派な成果を上げられた

ことは、大変誇らしいと思います。村中さんは現在では帰国し

京都の国際日本文化研究センタに日本学術振興会の特Яl研究員PD
として採用され、一方では東京外国語大学と自百合女子大学の非

常勤講師としてフランス語を教えるという、大変忙しい生活をされて

います。今年度中にクラフ・例会でお話を聴きたいと思つていたので

すが、残念ながら今年度中は予定が立てられず、申し訳ありませ

ん。村中さんも、静岡東RCの皆様にどうかよろしくお伝えくだ

さいとのことでした。次年度には機会を見つけてお話を聴く機会

をぜひ作りたいと思つております。

《スマイル報告≫

福羅 博行 君  横浜南陵RCか ら来ました。今日は宜しくお願い

中
"島

達郎

致 します。

君   クラフ・管理委員会に所属する会員の皆 さん、全て

の年間行事を終了した事に感謝 し、また本 国横浜

より福TFF会員が当クラフにメキャッフ |こ 来て頂き、誠に

有難 く、スマイルします。

君   結婚記念 日の花をありがとうございます。15年

目とい う事を今朝知 りました。 これからも何とか

がんばっていきたいと思います。

君   46回 目の結婚記念 日です。あり難い事です。  一

君   来週はスマイルがないので、今月末の退会にあた り

3年間の感謝を込めてスマイルいたします。来週はお

酒のせいか、緊張のせいで うまく話せないと思い

ますが、静岡東 RCの皆様の大人の雰囲気と、優し

い人柄に触れることができて、楽 しい 3年間を過

ごさせて頂いたことに感謝いたします。

君   静岡東 RCを 6月 末で退会させていただきます

が、会員の皆様には、平成 21年 7月 16日 に入会

以来 7年に亘 り本当にお世話になり、誠にありが

とうございました。人会後数年間は会報担当、コ・

ルフコンヘ幹事、その後副幹事のお役割をいただきクラ

フ・に貢献 してきたと思いますが、この数年はあま

りお役に立てず申し訳ありませんでした。ただ地

区役員を 6年間担務 していたことで、CSEの 一員

としてシアドルヘご派遣いただいたお礼ができたと思

います。あと唯一誇れることは、入会 日以来 7年

間皆出席だったことで、出席率に貢献できたと自

負 してお ります。今後は一学友として、ロタリーの活

動に関わつてまいります。静岡東 RCの今後の益々

のご発展と会員皆様のご健勝をお祈 りして、最後

のスマイルをさせていただきます。ありがとうござい

ました。

相原 雄治

上国 直弘

松下 陸朗 君  いよいよ今月限りで RCを卒業させていただくこ

とになりました。幹事や社会奉仕 C、 フロクラム,夕・

―を経験させて頂きロタリアンの精神を学びました。10

年間に亘り親交を深めて頂いた会員の皆様に感謝

申し上げると共に、皆様のご多幸をお祈りします。

杉山明喜雄 君  今年度の運営に関しましては、私事のために多大

なるご心配とご迷惑をお掛けしたこと、大変申し

訳御座いませんでした。年度末を迎えるに当たり

まして、佐橋会長代行 新間幹事 役員の皆様 サタ・

―の皆様、そして会員の皆様に深く感謝申し上げま

す。ロタリアンの友愛に感謝申し上げて、スマイル致しま
―す。
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≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

52(49) 17

52(49) 41 8

6/9 52(49) 45 4 3 1 97 96%

く会報作成 :小山 真人>


