
第 2829回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪BGM》  LOVE OR NOTHINNG(空 と君の間に他)

中島みゆき

《ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本 日のお祝い≫

お誕生 日

10月 13日 安本 守男 君

10月 25日 杉山明喜雄君

結婚記念 日

10月 12日 宮城 展代 君

10月 14日 柴田啓之助君

10月 14日 村松 重治 君

10月 17日 鈴木 広士 君

10月 18日 由利 浩志 君

10月 23日 勝山國太郎君

高 田 雅 司 会長

今 日は静岡東ロータリークラフ
゛
の増1

立 59周 年の記念例会という事

で誠におめでとうございます。

後ほど佐野哲一会員からお話を

頂きます。又、例年ご協力を頂

いている大角会員よリキリンヒ―゙ル

の提供を本年も頂きました。

≪会長挨拶要旨≫

ありがとうございます。ルアルコールヒ―゙ルもご用意頂いていると

思います。お車の方もご堪能いただければと思います。

さて本年 59周 年 という事で次年度杉田会長年度にはいよ

いよ 60周 年の大きな節 目を迎えることとなります。以前少

しお話をさせて頂きましたが 60周 年の記念事業について現

在準備委員会を構成 し、委員長に肥田会員、委員には大村年

度、本年度、そして杉田年度の会長、幹事、副幹事で構成 し

準備作業を進行中でございます。これまですでに 7回 の委員

会を開催 し、それぞれの年度メン′ヽ―゙から提案された企画・事

業のメインテーマや具体的事業について検討協議中でございます。

鋭意検討・協議を重ねてまいりましたが最終的な実施事業の

決定までには至ってお りません。おそらく今年中には事業の

決定をし、その実行に向けての委員会を構成 し、具体的な準

備作業に入ることになるだろうと思います。委員会には会員

全員が加わ り何 らかの役害1を 担っていただき、東ロータリーの総

平成 29年 10月 12日  天候 晴れ

力を挙げて60周 年記念事業の

成功に向け取 り組む必要があ

ります。皆様の絶大なるご協

力をお願いいたしますc

又、次年度より分区の再編

もされますので地区、分区に

関連 した事業や、役害|な どに

ついての変更・改正も今後話題 となり、具体的な検討に入

ってゆくものと思われます。これ らについてもできるだけ

スヒ'―ディーに皆さんにお伝 しクラフ
ヾ
としての意思決定もして

ゆきたいと考えてお りますので、ご協力をよろしくお願い

致 します。以上、お願い事だけになってしまいましたが

会員の皆様のクラフ
゛
での活動への更なる積極的なご協力を

お願いし会長挨拶 とさせて頂きます。

創立 59周 年、誠におめでとうございます。

ありがとうございました。よろしくお願いします .

≪会員卓話≫

「静岡東ロータリークラブ来 し方 20年の私的回想」

佐野 哲一 君

昭和 34年 10月 14日 の創立か ら

歿 羹[尻fou曇尻基奪暑家11]政
ことですが、入会後 21年では歴 史

の 1/3の ことしか話 はできません。

これまで当クラデの維持発展に努 め

て頂きました方々の話題もありますが、ここでは私だけのこ

れまでの行動を中心に話させていただきます。

平成 8年 3月 に入会 しまして 80人近い会員を有するこの

例会に出席始めた訳ですが、まず点鐘に続いて 「RCルク
゛
」

です3当 時はリータ―゙が出てきて無言で指揮台に立ち一同を見

回して誰かが話をしているとタクトで指揮台を叩きべ―トーヘ
゛
ンの

ような顔をして呪み付ける様な風景もありました。その次の

期で したか、新米の私にやれ とな リオーフ
・エングセレモニーとしては

あま りに暗すぎるので少 しでも明るくなるようにと考えてソ

ングを始める前に馬鹿な話を一言でもいえばニャっとして雰囲

気が変わるのではないかと、お叱 りは覚悟でやってみました

が、何事も起こらずに済みましたので一人で 1年 間続けまし

た。人会 して 3期 目の新米に重要な「会報Jの役を仰せつか

りました。この頃の会報は記事を印刷屋に毎度持ち込み校正
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と害1付の指示をして事務所に届けさせるとい う手間のかか

る役害1で した。またこの頃の卓話者の多くが原稿無視時間延

長が度々で時間厳守の立場からメモを卓話者に渡 した りし

たこともありま した。会報責任者は欠席できにくく、無欠席。

次期は一人でソンク
゛
のため欠席できず、この 2年が無欠席モード

となり現在まで無欠席が続いてしまった次第です。4年 目で

「幹事」をや らされました。当時の会長が会員減少対策に悩

んでいたので、東 RCの HP作成を提案 したところ、なんの反

応も無いために幹事独断で何 とかアッフ
・
させました。以来 1度

も更新がなされず 6年前の小生が会長の時に相原会員にお

願いして立派にリニューアルしていただきました。ひと昔前の「会

場監督 (SAA)」 は大変にせわしなく、親睦委員と同様に早め

に会場入 りして、欅、会員席数、ヒ
゛
シ
゛
ター席数、飾 り花等の確

認、席次の調整も当時は重要な仕事でした。また、当時はヒ
゛

シ
゛
ターも多く3, 4名 の来客は珍 しくなく座席不足 となると、

SAAと 親睦メンだ―は例会会場外での食事も屡々ありました。
「社会奉仕Jの 時の特別南部支援学校の植栽では従来は植花

のみで 10日 もすれば花は終わってしまうので生徒の楽 しみ

を続長させるために半分はミニトマトやゴーヤを育ててみる事にし

ました。最初は花の山が小さくなるので先生もいい顔ではな

かったのですが、結局喜んで戴きました。麻畑川の清掃には

地元の小学生が参加 してくれることとなりました。折角なの

で自分たちの清掃努力できれいになった川筋と住んでいる

土地を実感 させ られたらと考え、至難の挑戦を試みま した。

杉田会員に協力の打診をしたところ会社 と相談 してみると

の返事でした。当時の高柳幹事にも相談 しましたが危険なの

で断固反対と言われ困りましたが、亡くなられた宮川会長が

ニヤッと笑つた顔を見て責任は自分が全部背負つて実行すると

腹を決めました3そ のあと「協力 しましょうJと 杉田会員よ

り返事を聞いた時には東 RC史上初の快挙になると喜びまし

たc子供たちに空から自分の住んでいる地域を見せ られるこ

ととなったのです。小学生が 15～ 16人 、会員 20数名が 4人

ずつヘリコフ
・
ターで大空へc中 には藤枝近辺まで飛んで行ったと

かc

2011年 53期 「会長Jの時は相原会員にお願いして HPの

刷新をしていただきました。そのご努力で現在当クラフ
゛
の HP

がネット上において広報力が大となってお ります。有難いこと

です。会報の記録紙状況からの脱却の一手として全会員に

「我が人生」との題で各国一人ずつコラムを書いていただきま

した。会員相互の生き方の一遍を知 り得たのではと思ってい

ますc会幸長に関しては、来賓卓話にあるタイトルできればヘッドラ

インをゴシック体で、会長挨拶文の文頭にも入れたらどうかと考

えます。東クラフ
゛
独 自の特徴性を満たした紙面にすべく会報委

員の工夫努力を望むところです。

東北大震災の 4か月後に会長に就任 し翌平成 24年のその

日3月 11日 に柴田会員の発案により岩手県山田町への復興

支援資金のためのチャリティーコンサートを企画実行 しました。著名作

曲家中川博之氏、著名作詞家高畠じゅん子さん両先生の厚い

協力を戴き、中条きよしさん ハンジナさん他有名歌手の

方々に手弁当で参加を頂き、成功裏に 100万 円の支援資金を

柴田実行委員長、中川、高畠両先生とご一緒に山田町町長に

お渡 しできたことも記憶の一つです。
「会員増強」については規則を緩め誰でもよしとする安易

な安売 り方針は止め、各グルーフ
・
が知恵を集め興味を誘 う事を

実行すれば、内外の人たちに東 RCは厳 しいが面白そ うだ、

魅力的だと思われるようにな り、入会希望者が出るのではあ

りませんか ?そ うなれば「出席率Jも よくな り会員相互の親

睦も増すでしょう。 しかし出席率を良くする様にとのネットで

の出席届には疑間が残 ります。「ネットでの出席率」力`高まるこ

とは例会の出席人数の減少であり親睦はもとより委員会活

動打ち合わせ等にも支障が出ると思われます。例会の出席人

数が少ないことは来賓卓話者の意気込みを欠き招聘もしに

くくなります。かつ、食事数が減れば会場の縮小が求められ、

そ うなれば多数の出席者の時には混乱が生じ不満が噴出す

ると想定されます。退会思考も生まれ、益々、東 RCの衰退

となりませんか ?

「今後の東 RCJと しては、

① 前期の運営路線を今期 も同様 とせずに新規表題を

掲げる。

② 各委員会はイハ ―゙ション意識を高め、クリエイティフ
・

を恐れずチ

ャレンデ してみる。

③ 会長こそが前年の踏襲意識を排除し、会長権限を発揮

し各リータ―゙に厳 しい要望を出し、RC精神の高揚に努め

ることが大事かと提唱する次第です。

以上.

紙面の都合で大幅に原稿を省略させていただきました。

佐野会員にお詫び申し上げます。  (文 責 佐橋 徹 )

10月 15日 に行われた「ポ リオ撲滅街頭募金」

あいにくの悪天候の中「ポ リオ撲滅街頭 キャンペーンJ

けや き通 りで 14名 の会員が参加 して行われ ました。

≪スマイル報告≫

村松重治 君   結婚記念 日のお祝いのお花あ りがとう

ございます。38年前の 10月 14日 に二人で

スタートし、今では隣同士で 6人 とな りま し

た。東クラフ
゛
の創立と同じだとは何か縁 (え

にし)を感 じます。

安本守男 君  お祝い、ありがとうございます.64歳 に

なりました。これからは喜怒哀楽でなく、

気楽哀怒で、たおやかに行きたいと思いま

す。できるかな ?

大村幸代 君   昨 日結婚記念 日のお祝いにアンスリウムを頂

きましたc育て方を調べま したら「明るい

日陰に置 く」 と書いてあ りま した。 ??
家の中で「明るい日陰Jを現在調査中です。

新 しいミッションをありがとうございました。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
10/12 54(51)

10/5 54(51)

9/28 55(51) 5 7 86 27%

(会報作成 佐橋 徹 )


