
第 2819回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「手に手つないで」「静岡東ロータリー」

≪BGM≫  ジプシーキングス

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ 2620地区静岡第 4分区

ガバナー補佐     坂本泰俊

ガバナー補佐事務局次長 角田貴夫

≪本日のお祝い≫

お誕生 日 結婚記念 日

7月 30日 大角 晋朗 君

8月 4日  新井 健一 君

高田 雅司 会長

先 日 22日 土曜 日の午後

アザ レアにおいて国際ロ

ータ リー第 2620地 区の

会員増強・維持セ ミナー

が開催 され、出席 してま

い りま した。松村ガバナ

‐‐■ ―の点鐘・挨拶、研修ア

ドバイザーのパス トガバナー野 口英一氏の挨拶で始ま

り、セ ミナーの第一部 として第 2760地 区・地区研修 リ

ーダー/研修委員長の田中正規氏が「ダイナ ミックなク

ラブを 目指 して <さ らに元気で明るいクラブになるた

めに >と 題 して、その課題や戦略計画・ 目標 の設 定

クラブの健全性等について一時間講演をして くだ さい

ま した。

その後、各地区に分かれて、会員増強・維持につい

て各クラブの現状や 目標、施策につき情報交換をおこ

ないました。

第四分区においては坂本ガバナー補佐の進行によ

り、各クラブでの現状報告、取 り組みや課題など、そ

様

様

平成 29年  7月 27日  天候 晴

れぞれのクラブより発表がありましたが、どちらのク

ラブも会員増強 。維持については重要なテーマとして

取 り組んでいる様子が伺えました。

中でも注目したのは、静岡南ロータリークラブにお

いては、24名 の会員数で独 自に事務局を構え気楽に楽

しく運営・活動をしているとの事、一度予算を含め内

容をお聞きしたいと思いました。

清水 ロータリークラブにおいては 5年 ほど前か ら

CLPに より例回数を月 3回、年間 36回 ほどで運営をし

ているとの事。今年度も 38回 の例回数だそ うで、当初

は古くからの会員から異論も出たそ うですが、現在は

特段異論も支障もなく活動 しているそ うです。特に一

番の効果は経費の節減で、年間百数十万円の経費節減

になつているとのことでした。当クラブでは例会一回

減につき、約 14万 円の経費節減になります。

又、清水北クラブにおいては、ここ数年、会員増強

を目論み入会金の免除を続けているそ うですが、必ず

しも結果には結びついていない旨の報告もありました。

いずれにしましても会員増強 。維持は、クラブ財政

の健全化、活動の活性化、親睦の源泉だと考え、各ク

ラブ共通のテーマだと思います。当クラブにおいても

中嶋委員長、神野 リーダーを中心に、最重要テーマと

して活動を続けなければなりません。各会員の協力を

ぜひよろしくお願いします。

また、一昨日は分区の再編に伴 う、次年度ガバナー

補佐選出クラブの決定の臨時会長幹事会が開催 され

川崎幹事と共に出席いたしました。再編により第四分

区 9ク ラブと、静岡、静岡西、静岡北が加わり12ク ラ

ブにて第 3グループを構成することになります。結果

的には静岡 RCが受けてくれることになりました。以降

順番については設立順に担当する案、現状の第四分区

の順番に加わる 3ク ラブをいれていく案が提案されま

したが、結論には至らず、次回 9月 の会長幹事会にて

議論することになりました。

7月 31日 足羽 祓治

8月 9日 宮崎 貴久

8月 9日 細田 和広

≪会長挨拶要旨≫
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≪ガバナー補佐訪間≫

2620地区静岡第 4分区 ガバナー補佐 坂本泰俊様

皆 さんこんにちは。

この前は 日本平 RCに
同会場でお話 させてい

ただきま したが、本 国

は最後の 9回 目の訪問

にな ります。尊敬す る

諸先輩方の前で大変緊

張 してお ります。

去年か ら高田会長、川崎幹事は じめ皆 さんにはお世

話になつてお ります。

私は曹洞宗の貞心寺 とい うお寺の住職 を しています。

今回お持ちした レジュメの一つ 日、ロー タリークラブ

の根幹にある奉仕の精神 と、仏教の教えの利他行 とい

うのは、同 じような流れで脈々 と教えとして伝わって

います。私 もロータリークラブに入会 して 20年 にな り

ますが、諸先輩方か らロータ リーの超我の精神、奉仕

をす ることによつて相手に喜んでもらう、それは私の

職業 と同 じだ、 とよく言われま した。仏教の世界では

独 り勝 ちはあ りません。ここまで仏教が争いなく 2500

年前か らお釈迦様の教 えが脈々 と伝わつているのは他

を認 めたか らです。人が良 くなつた ら同 じよ うに喜び

人が悲 しんだ ら同 じように悲 しむ、 とい うことなんで

すね。 ロータリアンとして四つのテス トがあるわけで

すが、道元禅師の四摂法 とリンクしてマ ッチ していま

す。

6月 のア トランタ国際大会で、 ビルゲイツさんがエ

ン ドポ リオに向こう3年間、年間 5,000万 ドルのマ ッ

チングを約束 して くれま した。スティーブジ ョブズ と

ビルゲイツは非常に仲が良かったそ うですが、二人 と

も曹洞禅 を組んでいたそ うです.両者 とも座禅・瞑想

によつてマイン ドを鍛 え、人間 として共生哲学である

慈悲 と利他の心を身につけてい らつしゃいます3成功

者の伝記 を読む と、必ず 自分が独 り勝 ちで終わつてい

ない とい うところに必ず きています。 この相手を思 う

とい う精神 はロー タ リークラブ と同 じだ と思つていま

す。

二つ 目はイアン・ライズ リーRI会長のテーマ 「ロー

タ リー :変化 をもた らす」です。これは 1月 16日 の国

際協議会で発表 され、それを聞いた松村友吉ガバナー

が 3月 18日 の PETSで 「現状の活動に危惧 を抱いてい

る RIが 、いま一歩変革を進 める方向性 を示 した といえ

る。その中身は特に IT化 と会員増強及び環境保護に重

点が置かれ、時代の先を見据えた大胆な戦略を模索 し

ているように思 う。一方で、ロータリーの根幹にある

精神 は不変であるとも言つていて、両者の見極 めとハ

ン ドリングが大変重要な作業になる。」と感想 を述べ ら

れています。

三つ 日は 2017～ 2018年度の地区 日標です。1の ロー

タ リークラブ・セ ン トラルの 100パ ーセ ン ト活用につ

いては、クラブ ロ標の入力をしていただいています。

2の 会員増強 日標の達成では、ロータ リークラブのこ

とに関心がない会員が増えていること、奉仕活動がマ

ンネ リ化 しているといつたことが見 られ、奉仕の理念

を信 じ、ロータリーの活動に参加す る仲間を増やす こ

と、それこそが会員増強なんですよ、といった指摘も

なされています。これを基に各クラブで努力をお願い

していきたいと思います。

3の ロータリー公共イメージの向上とEND POLIOヘ

の支援ですが、ガバナーも一番力を入れているところ

でありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。

報告が 3年間なければ、それで END POL10に な りま

す。 10月 24日 の世界ポ リオデーに合わせて静岡新聞

と山梨 日日新間で新聞全面広告を掲載 します。各クラ

ブにおいては 9月 1日 ～10月 23日 の期間に PR活動 と

募金活動の展開をお願い します。

4の ロータ リー財団の補助金活用 と寄付の促進につ

いては、特にロータ リーカー ドヘの入会について法人

カー ドで活用 していただければ、もつ と財団の方に寄

付がい くとい うことにな りますので、ぜひ ご検討 くだ

さい。

その他、ロータ リー米山奨学会への理解 と支援、地

区の各委員会事業への理解 と参加、RI会長賞への挑戦

分区再編の準備、地区大会への参加、国際大会への参

加 な ど皆様のご協力をいただきたい と思います。何卒

よろ しくお願い申し上げます。

≪スマイル報告≫

高田 雅司 君   第四分 区坂本ガバナー補佐、角 田

事務局次長 をお迎えして。

由禾り浩志 君

嚇

Ｒ

一

大角 晋朗 君

長島 秀親 君

脇永 勉君

細 田和広君

森下登志美君

坂本ガバナー補佐、ようこそお越

し下さいま した。体調に気をつけら

れがんばって下さい。

結婚記念 日のお祝いありがとうご

ざいました。スマイルいたします。

神野会員、先週の例会では うなぎ

ご馳走様で した。感謝の気持ちを込

めてス々イル します。

前回、卓話 のお時間をいただき

誠にありがとうございました。ロー _
タリアンとして少 し仲間入 り出来た

気がしています。今後 ともよろしく

お願い申し上げます。

前回の例会ではとりとめのない話

をしてしまいました。申し訳ありま

せん。改めてよろしくお願いします。

藤枝明誠高が甲子園出場を決めま

したので、昨年の PTA会長 としてス

マイル します。静高 OBの皆様方、失

礼 しました。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

7/27 56(53) 11

56(54)

7/13 55(53) 2 8 84 9%

(会報作成 森下登志美 )


