
第 2816回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

一ヽ ≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪ BCM≫

≪ゲス ト≫

≪ビジター≫ な し

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

7月 5日 寺澤 啓子 君

7月 11日 細り|1俊 彦 君

難―タリー:

C懇彗

変でヒをもた

と、自己紹介から始めようと思います。

私は昭和 27年 11月 15日 生まれの辰年、さそ り座の 64

歳の男であ ります。生まれも育ちも、大学の 4年間以外は

生粋の静岡人であります。現在、家族は妻 と二人。二人の子

供たちはそれぞれ結婚 し独立 し、共に二人の子宝に恵まれ

都合 4人の孫のいるジイジであります。生業は建築の設計監

理であり、大学卒業後入所 した現在の針谷建築事務所で 42

年間、今だに現役で設計をし、現場にもたまには出てお りま

す。設計が大好きで計画をしている時が至福の時であり、自

分では天職であったと思っています。生涯現役で死ぬまで設

計を続けてゆきたいと思っています。趣味は、これまで様々

なことに取 りつかれてやつてまい りました。小中学生の頃は

プラモデル作 り、切手やコインの収集、釣 り、子供のころは

川だけでしたが成長 と共に海釣 りや渓流もごく最近までや

つてお りま した。カメラも長 く続けました。最近はゴルフ

そしてサッカーです。サッカーは正式な部活動ではやったこ
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2017-2018年 度の最初の例

会での会長挨拶をさせていた

だきます3大変緊張してお り

ます。初回でもあり、何をお

話 しようか随分 と悩みました
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とはありませんが、高校生の時に帰宅部のサッカー好きを集

めて同好会を創 り市民大会で部活動のチームに勝ったこと

もありました。大学でも同好会で続け静岡に戻るとクラブチ

ームに所属 し現在 も月 2回 ほど芝のグラン ドでシニアのサ

ッカーを楽 しんでいます。永い事続けていますので 20代の

後半には運営にも関わるようになり、いつの間にか市サッカ

ー協会の副理事長などもやっています。長男もサッカーをや

っていましたので子供たちの指導も 5年程やつた時期 もあ

りました。練習は毎 日、土 日は各地での大会や遠征で、自分

の時間など全 くなく特に妻 と下の女の子には随分 と恨まれ

我が家は母子家庭だとよく言われましたc娘はいまだにサッ

カーが大嫌いで、エスパルスの試合なども一回も行つたこと

がありませんcサ ッカーはプレーヤーでもあり見るのも好き

なサポーターでもありますc高校生の頃はTVでは深夜のダ

イヤモン ドサッカーのファンでした。番組はそれ位 しかあり

ませんで したから。 この番組で海外サッカーに目覚め 1982

年スベイン、1990年イタリア、1998年フランス、2002年 日

韓、2006年 ドイツ、2014年 ブラジル と、ワール ドカップは

現地での観戦にも行ってお ります。建築の設計 と共に生涯歩

けなくなるまで続けたい、こよなく愛する趣味です。こんな

体育会系の人間ですc小 さな事にはこだわらない性格ですの

で、細やかな気配 りは川崎幹事、村松副幹事にお任せ し、親

睦を第一に、これからの一年間頑張ってまい ります。皆様の

御協力を是非よろしくお願いします。

≪方針発表 ≫

「2017-2018年 度 運営基本方針」

静岡東 ロー タ リー クラブ第 59期 高 田 雅 司会長

2017-2018年度のイアンH Sラ イズリー国際ロータリ

ー会長は「ロータリー :変化をもたらすJをテーマに掲げて

お ります。そして第 2620地 区松村友吉ガバナーは 「変化す

べきものと守るべきものJと して、ロータリーの理念や価値

観の普遍性、重要性を掲げておられます。お二人のテーマを

受け、当クラブにおいても"親睦"と "奉仕"は最重要テー

マとしつつ根幹 となる理念等はしっかりと継承 し、時代に即

したクラブヘと"変化"を進めてまいります。 会員の増強

と活動の活性化に取 り組み、全ての会員がクラブライフを楽

しみ、友好の輪が広がり、強固になる一年としたいと考えて
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≪会長挨拶要旨≫



お ります。具体的な本年度の事業活動についてはクラブ運営

計画書をご覧になって頂きたいと思いますが、行事について

は、例年と若千の変更を加え夜間例会を 2回増や しました。

具体的には 9月 に新潟東 ロータリークラブ来訪による歓迎

例会を 15日 の金曜 日の夜に実施 します。又 1月 11日 の最初

の例会を夜間例会 として新年をお祝いし親睦を深めたいと

思います。又、奉仕活動について、これまでの浅畑川の清掃

活動 と南部特別支援学校での植栽活動の二つに加え、もう一

つ継続的な奉仕活動を、新間奉仕プロジェク ト委員長の提案

を受け計画中です。具体的には静岡市民の水源である藁科川

の源流域においての植栽活動を行いたいと考えてお ります。

山林の荒廃は危機的な状況で、森の雨水貯留調整機能は失わ

れ、近年の洪水被害には甚大なものがあります。静岡県にお

いても9年程前から特別県民税を徴収 し、放置 された森林の

間伐を中心 とした事業=森の力再生事業を行つていますが

限られた財源で牛歩の進展状況です。相手方 との協議・調整

もありますので、今年度計画、実施は翌年度 となるかもしれ

ません。いずれにしても、継続性のある三つ 目の社会奉仕活

動として り組んでまい りたいと思います。又、RIの世界ポ

リオデイの活動の一環 として 10月 15日 (日 )に街頭募金活動

を実施いたします。これは全クラブに、エン ドポリオ事業 と

して、RIよ り通達要請のあった活動であります。予算につ

いては、初めに申し上げたように、会員相互の親睦に重きを

置き、配分をしました。親睦委員会の皆さん、特に由利委員

長、山下 リーダーにはご負担をお掛けしますが是非、楽 しく

有意義な親睦活動の企画・立案をお願いします。昨年度 と変

更のある部分は、新潟東ロータリーとの交流に関わる部分で

歓迎夜間例会と 30周年記念式への参加訪間の交通費とお祝

いを計上 しました。予算については例年と大きくは変更 して

ありませんが、科 日間の流用も認められてお りますので魅力

ある事業や活動については重点的に配分をしたいと考えて

います。各委員会の企画立案 と実施をお願いします。最後に

重点目標 として会員増強 ;期 末会員数 60名 を達成 したいと

考えてお りますc委員長には中嶋会員に、リーダーには神野

会員に担当していただきます。最強の人選だと自負 してお り

ますが、会員全員の協力も不可欠であります。皆様の絶大な

るご協力もよろしくお願いします。以上、本年度、静岡東ロ

ータリークラブの運営基本方針 とさせて頂きました。失敗や

至らぬ点も多々あろうかと思いますが、川崎幹事、村松副幹

事と共に一生懸命努力し務めあげたいと思ってお ります。一

年間どうぞよろしくお願いします c

≪リーダー方針発表≫

奉仕プロジェク ト 委 員 長

≪スマイル報告 ≫

大村 幸代 君   人生楽あれば苦もあります・・。高田

年度の船出を祝 してスマイル します。

高田 雅司 君   いよいよスター トです。至 らぬ点 も

多々あろうかと思います。皆様の御理解

と御協力を是非宜しくお願い致します。

川崎 依子 君   いよいよ新年度が始まりました。一年

間幹事を務めさせていただきます。力不

足ではありますが、村松副幹事と共に高

田会長を精一杯サポー トしていく所存で

す。皆様、ご支援 ご協力をどうぞよろし

望月 康弘 君

くお願い致 します。

高田年度のスター トです。副幹事を担

当させて頂きます。一年間宜 しくお願い

致します。

本年度、クラブ管理運営委員長を務め

させていただきます。新 しい個性あふれ

るリーダーのもと、委員会活動をして下

さるものと期待 しています。特にスマイ

ルは年間 目標 100万 円を突破出来ます

様、皆様のご協力よろしくお願い致 しま

す。

誕生 日の記念品ありがとうございまし

た。幹事も終わった第 1週 、 うれ しいこ

とが続きます。

“ヒダlal"が創業 150周年を迎えたと

の事、新聞・雑誌に掲載されていました。

肥田さんおめでとうございます。

県 CMグ ランプリのラジオ部門で我が

社の CMが 優秀賞に入賞 しました。

大村会長年度に 「ロータリーの友」に

投稿 した当クラブの社会奉仕活動が今月

号の ROTARY AT WORKの 欄に掲載されまし

た。“苗を植えて一緒に交流"の見出しで

南部特別支援学校の子 ども達 との交流の

写真が載っています。どうかご覧下さい。

先 日は盛大な新人を囲む会を有難 うご

ざいました。時を忘れて語 らい歌わせて

もらいました。温かい歓迎の気持ちにス

マイル します。

新体制でのスター トにあた リスマイル

します。

高 田年度 をお祝い してスマイル しま

す。大村前会長大変御苦労様でした。

九州の雨は大変と思います。梅雨が早

くあけるよ うに祈念 してスマイル しま

す。

なん とスマイル リーダーにな りま し

た、みなさまから、どんなスマイルがい

ただけるか楽 しみです。ご協力をよろし

くお願いします。

金井 徳幸 君

村松 重治 君

由利 浩志 君

細り1俊彦 君

古橋 岡」俊 君

花房 善之 君

佐橋 徹 君

鈴木 洋一 君

安本 守男 君

職業奉仕

社会奉仕

国際奉仕

青少年奉仕

会員増強

職業分類

ロータリ財団

米 山

リーダー

リーダー

リーダー

リーダー

委 員 長

リーダー

リーダー

リーダー

:新間 桂子 君

:森下登志美君

:遠藤 正和 君

:鈴木 洋一 君

:長 田きみの君

:中 山鳥達郎 君

:長谷川 泰 君

:望月 康弘 君

:古橋 岡」俊 君

:柴 田啓之助君

:宮崎 貴久 君

:花房 善之 君

ロータリー財団 。米山  委 員 長

公共イメーシ
゛
向上   リーダー

クラブ運営管理

ソング

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

7/6 53(50) 6

55(51)

55(53) 6 5 90 57%

リーダー ≪会報作成 高橋 みほ≫


