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第 2859回例会

≪司会≫   川崎 依子 君

≪合唱≫   「それでこそロータリー」

≪BGM≫   「アンディ・エスリン ド トリオ」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

6月 28日 遠藤 正和 君

≪副会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

6月 23日 相原 雄治 君

6月 28日 肥 田 隆輔 君

杉田 至弘 副会長

米朝、そして中国抜きのロシア・ワールドカソフ
・
が開幕 し世界中を

賑やかににしていますが、今回は面白い話題が多くあります。

まず開催国ロシア。開催国枠で出場 していますが FIFAラ ンキンク
゛

は 70位 ですが初勝利を挙げると2戦 目も勝利 して 1次予選

突破当確第 1号になりました.優勝候補筆頭で大会 2連覇を

狙つている常勝ドイツが初戦でメキンコに苦杯。北欧の小さな国アイ

スラント
゛
が優勝候補の一角メッシを擁するアルセ

゛
ンチンに大健闘を繰 り

広げました。アイスラント
゛
はワールドカップ初出場で国の人口はわずか

35万人です。このあた りです と富士市 と富士宮市を足 した程

度の規模に当たります。アメリカや中国が予選を突破できないけ

れ どもこの小 さな国が活躍する、これがスホ
・―ツの醍醐味です。

日本はフランス大会以来 6回連続出場 していますが Jリ ク
゛
の発

展や関係者の皆さんの功績が大きいと思います。サッカー球団の

収入はサホ
・―ターの年会費、入場料収入、スホ

・ンす―企業の支援、スタ

シ
゛
アムでのユニフォームなどの物販収入、そしてリーク

゛
からの分配金で

す。ご承知のように勝てば人気が出る、人気が出ればサホ
・―ター

や企業から資金が集まる、お金が集まれば良い選手 t)集 まる3

この図式はどのスホ
・―ツも同じですcそ んな各球団を支えている

のがオフィシャルスホ
・ンサーの明治安田生命 さん、日本代表チームを長年支

援 しているのがキリンク
゛
ルーフ

.さ
んであります。サッカーを愛する一人

として御礼申し上げます。これに加えて昨年から Jリ ーク
゛
はイキ

゛

リスを拠点として動画配信サービスを展開している国際スホ
・―ツ企業

平成 30年 6月 21日  天候 曇

「DAZN(夕
°・ソ―゙ン)Jと 10年 2100億 円の独占放映権契約を結び

ました。1年 間で 200億 円の収入は各チームヘの均等分担金や賞

金が大きく増え、各チームの底上げや 日本の競技力向上に結び付

くと思います。何はともあれ 日本代表がコロンヒ
゛
ア戦に続きセネが

'戦
、ホ

・―ラント
゛
戦にも力を発揮 して一次サーデ突破、初の 8強入

りができるように皆さんで応援 しましょう。

≪役員・リーダー期末報告≫

〈クラブ奉仕〉       リーダー :伊藤 洋一郎 君

各委員会の活動への協力を図 り、SAAグループとは連絡を

密にして例会の活性化を′心掛けた。 4月 26日 の例会にて 「ロ

ータリー情報」に基づいてクラフ
゛
奉仕についてのクラフ

゛
フォーラムの意義を

説明、ク
゛
ルーフ・ごとに例会の在 り方をはじめとして各会員にお

いて意見を交換。例会の魅力や卓話の在 り方の希望など種々

のテーマで議論がなされ、委員において記録集約 し次の例会にお

いて全員に配布 し意見を共有。それ らの意見は次年度の運営

の参考にと伝えたG

く出 席〉 リーダー :佐野 哲― 君

出席ク
゛
ルーフ'の近年の活動様式は出席率を良くすることに拘

つている様に感 じられますが本来の趣旨は当クラブの例会に出

席する様に啓蒙する活動であるべきです。例会への出席を促

し、その為の方策を模索 し奨励に努力 し自クラフ
゛
傷1会への出席

率を高めることにあると考えます。 どうしても出席できぬ深

い事情があり場合のみのメークアッフ
・
制度であり安易に楽をする

ための方法ではないはずです、例会出席には拘 りを持つても

らわねばな りません。他クラデ例会 日時変更によるサインのみの安

易な登録は RCの 主義から距離を置くもので、ましてや 自宅か

らネットでの適当な出席認定はもつてのほかと言わざるを得ま

せん。RCの親睦と奉仕の精神とその行動は会員同士が会 して

なせるものではないでしょうか ?出席会員が少なくなれば例

会確保に問題が出る恐れが生 じます。また外部からの卓話者

の気持ちも減 じさせ彼の当クラフべの評価を下げ、世話として

マイナスとなるかもしれません。

く親睦活動〉        リーダー :山 下 勝央 君

例会受付では明るく元気な挨拶でケ
゛
スト、ヒ

゛
デター、会員を迎

えることを心掛け、納涼例会は 8月 3日 に杉山輝光会員の「フ

The



レックス■ンヘンJでハワイアンフラタ
゛
ンスチームをお招きしトロヒ

・
カルムードの中で

楽 しい時間を過ごしました、参加者は 43名 .職場見学会は職

業奉仕グルーフ・と協同で 10月 19日 に、大角会員のお世話で代

官山の 「キリンスフ
・
リンク

゛
′ヽ
゛
レーフ

゛
ルュワリーJで各種のヒ

゛
」レを堪能、森

下会員のご紹介で ANA羽 田機体整備工場の見学、貴重な体験

をすることが出来ました。年末家族会は 12月 21日 にホテルアツシ

アにて 60名 の参加で明るく楽 しい家族会 となりました。観桜

会は 4月 5日 に浮月楼にて 46名 の参加。ケ
゛
ストに相原会員のビ

糸召介で大田克樹さんとカテリンさんがヒット中の 「思い出の交差点J

を歌って大変盛 り上が りましたc l年間皆様には大変お世話

になりました。有難 うございました。

くスマイル〉 リーダー :中 嶋 達郎 君

スマイル担 当は中嶋、鈴木、新井の 3名 の会員 で 1年間活動 を

してきま した。年間 目標 は 100万 円を設定 しま したが 6月 14

日の時点で 目標の 80%前後です。残 されたあと 2回 の例会で

限 りな く目標に近づ く様 に最大限の努力をいた しますご今年

度は過去にはないほ どスマイルが低調であった点を顧みて、問題

点を整理 して次期の担 当者 に引継 ぎたい と思います。

くプログラム〉 リーダー :宮城 展代 君

活動スタート時に高橋みほ会員が退会 され、新井会員、遠藤会

員との 3名 で奔走しました。来賓 19名 と会員 9名 の 28名 の

方々から卓話を頂きました。来賓卓話はタイムリーに経済、社会、

地域の現状や問題点につきお話 しいただき、会員卓話はコン
「

クトにして一例会につき 2名 の新入会員の方に自己紹介をして

頂きましたc皆様のご協力、心から感謝申し上げます.

〈ソング〉 リーダー :武 田 弘樹 君

今年度はソンク
ヾ
ク
゛
ルーフ'4名 (花房会員、佐野会員、川 国会員

武田)で 当初ローテーションを組んでやってきましたが期中 3月 末で

花房会員が退会されたため 3人体制となりました、当日の担

当者が挨拶フ・ラスαのお話をさせて頂き、そのまま指揮を執る

とい うスタンスで実施3皆 さんが明るく元気に発声される一助に

なるよう、少 しだけ為になる内容かつ思わず笑みがこばれる

ようなお話を心掛けてまいりました3

くSAA(会 場監督)〉 リーダー :長島 秀親 君

今年は最大 4名 の SAAメンバ―で、例会場では会員を明るく元

気にお迎えし、出席捺印の漏れを注意 。確認、駐車券の捺 Ell

補助を行い、開会 5分前の呼び鈴にて着席を促 し定刻の例会

開始を補助。来賓卓話者、ヒ
゛
デターの着席誘導や遅参者への席

への指示を行い、ニカ月ごとの席次の変更により会員同士の

親睦と交流を深め、BGMは落ち着いた雰囲気の選曲、時にはす

フ・ライス
゛
的な曲も織 り交ぜてみました。会員の皆様のご協力に

より食事の無駄を大幅に改善。本 日までの 45回 の例会で無駄

になった食事数は 43食 でした。すなわち 1例会に食事の無駄

は 1食以下です !次年度も事前に欠席が分かつている会員は

必ず事務局の吉村様に欠席連絡をお願い致 しますc食事の配

膳数は今年の統計を参考にして事務局と連携をして引き続き

無駄のないように努めて頂きたいと思います c

〈ロータリー財団・米山委員会〉 委 員 長 :望月 康弘 君

財団ク
゛
ルフ・は地区財団委員会からクゴードル補助金を使った

人道的フ
・ロシ

ヾ
ェクトのお誘いがあり、理事会で承認 していただき

参加。皆様から寄付を頂き送付することが出来ました。ご協

力あ りが とうございま した。米 山ク
゛
ルーフ

・
は柴 田会員が途 中で

退会 され たために肥 田さんにリータ―゙を引き受 けてただ来 ま し

た3 1年間有難 うございま した。

くロータリー財団グループ〉 リーダー :古橋 剛俊 君

9月 26日 柴 田会員 によるチャリティーディナーショーの寄付金 30万 円

をホ'リ オ撲滅資金 として、10月 27日 ホ
・

リオ撲滅資金への寄付金

181,440円 と募金 16,245円 をロータリー日本財団に寄付。11月 30

日に 2009～ 10年度ロタリー財団交際親善学生の村 中由美子様 に

卓話 を頂 きま した。2月 5日 恒久的基金寄付 を高田会長 に し

て頂 きま した。6月 7日 フィリヒ
・
ンの人道的フ

・ロシ
゛
ェクト「安全な水 J

フ
・ロデェクトで小学校 2校 と中学校 1校に水の濾過装置 を設置す

るための費用に 57,750円 をロータリー日本財 団に寄付 しま した。

く米山グループ〉 リーダー :肥 田 隆輔 君

①寄付行為 :7月 7日 米山記念奨学金 (普通寄付)159,000円

8月 4日 米山梅吉記念館 寄付 28,000円 、 9月 8日 米山記念

奨学金 (特別寄付)560,000円 、 1月 9日 米山記念奨学金 (普

通寄付)162,000円 、以上 合計 909,000円 を送金致しました。

②米山梅吉記念館の創立記念祭 (春季・秋季)に 出席 し梅吉翁

の墓前にお参 り致しました.

≪スマイル報告 ≫

村松 重治 君  来週の最終例会に出席出来ません。1年間

大変お世話にな りました。理事会、クラフ
゛
協議

会の議事録作成や毎回の例会フ・ロク
゛
ラムの白板

記載、会場に飾 られた花の厚寿苑への届けな

ど、良い経験をさせて頂きました。有難 うご

ざいました。

新間 桂子 君   1年 間奉仕活動委員会にたくさんのご協

力をありがとうございました。もしも、今年

はご協力いただけなかった とい う方がいら
つしゃいましたら、来年はきっと張り切つて

ご協力いただけるものと思ってスマイルいた し

ます。

古橋 岡J俊 君  ロータリー財団ク
゛
ルーフ'へ のご協力ありがとうご

ざいました。お陰様ですべての活動を行 うこ

とが出来ました。

高柳 正雄 君  母校藤枝東が久 しぶ りのインター′ヽイ出場を決

めました。通算 11度 目の全国優勝を期待 し

て、お賽銭代わ りにスマイルします。

杉田 至弘 君  日本代表の初戦対コロンヒ
゛
ア戦、快勝おめでと

う1何が起こるかわからないのがワールト
゛
カッフ

・
サ

ッカーだ。だから、面白い|が んばれ 日本 18強
目1旨 1士 |

由不可浩志 君  スマイル予算 100万円に現状 20万 円不足との

事。中嶋リータ―゙に少 しでも協力。

山下 勝央 君  中島さん、大変失礼を致 しました。4月 の

結婚記念 日のスマイルを失念 してお りました。緊

急スマイルします。

中山島達郎 君  スマイル担当者 として年間目標額がかなり厳
しい状況に少 し責任を感 じお詫びのスマイルと

します。

長島 秀親 君  中島会員、スマイルしました。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率
51(48)

51(49) 9

6/7 49(47) 11 8 3 93 61%

不手際で杉田副会長の写真が掲載できませんでした。

申 し訳 あ りません。 (会報作成 佐橋 徹 )


