第 2990 回例会
令和 3 年 7 月 1 日(木)
≪司会≫ 島 武志 君
≪合唱≫ 「君が代」
「奉仕の理想」
≪ソングリーダー≫ 新間 桂子 君
≪ゲスト≫ なし ≪ビジター≫ なし
≪会長挨拶≫川﨑 依子会長
皆様こんにちは！とうとうこの日が来てしまいました。
今年度会長を務めさせていただく川崎依子とアイディア満
載、ウィットに富んだ長田きみの幹事、そして見た感じより
も面白く、とても頼りになる島武志副幹事と共に１年間静岡
東ロータリークラブを盛り上げて行きますのでどうぞよろし
くお願いいたします。因みに長田幹事は仕事でオリンピック
選手村の下見が急に入ってしまい本日はお休みをいただいて
います。さて、先週の大事な相原年度の最終例会を欠席して
しまい本当に申し訳ないとともに残念でした。それというの
もコロナ菌のせいです。これからコロナワクチン接種をする
かたも多いと思いますので、私の副反応の体験をお話します。
第１回目を６月 2 日（水）に打ちました。腕が痛くて重い
だけ。３日後には消えました。３週間後の６月２３日（水）に
２回目を打ちました。やはり腕が痛くだるい感じだけでした。
しかし、１２時間後の夜中の３時ころから寒気がして布団か
ぶって寝ました。朝熱を計ると 37.8 度。用意してあったカロ
ナールを飲みましたが、あまり下がらず結局その後３日間
37.8～38.7 の高熱が続き、腰、膝、足首が痛くてだるくてほ
ぼ寝ていました。そして４日目の朝、何事もなかったかのよ
うに爽やかに目覚め36.6 度に下がりシャワーを浴びて復活し
ました。あまり早く動きすぎると頭がくらくらするので１週
間はゆっくり過ごした方が良さそうです。OS1 もたくさん飲
むと良いと思います。それでは皆様、副反応を楽しみにコロ
ナワクチン接種に備えてくださいね。
≪本日のお祝い≫お誕生日のお祝い
・榛葉 英二君（7 月 3 日）
66 歳になります。66 歳は何のお祝いもないと思っていた
ところ、百貨店協会が提唱されている「緑寿（ロクジュ）
」
のお祝いがありました。現役世代から高齢世代へ変わる節目
の年、もう少し現役として頑張っていきたいと思います。
・薮崎 忍君（7 月 4 日）
入会して 2 回目の祝いをいただきました。49 歳になりま
した。会長から「面白い方」とご紹介ありましたが、島会

員、昔は「カミソリ島」と言われていた事もありました笑。
今後とも宜しくお願いします。
≪本日のプログラム≫会長年度方針発表・リーダー計画発表
■方針発表（川﨑 依子会長）
インド出身の 2021-2022 年度 RI 会長シェカール・メタル
氏のテーマは「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」
“Serve to Change Lives”です。具体的には大きく２つあります。
① “Grow more, もっと成長しよう。”each one, bring one!“み
んなが一人を入会させよう。会員増強委員会には川口委員長
を始めそうそうたるメンバーを配置しましたので期待してお
ります。②“Do more! ”もっと奉仕しよう。
「ロータリー奉仕
デー」の開催が義務づけられています。これには、４つの条件
があり、
「2 つ以上のクラブ、ロータリーアクトなどによって
計画されたものであること。
」
「ロータリー重点分野に一致し
ていること」
「少なくとも一つのメディアで周知を行う。
」
「参
加者の少なくとも 25％は現会員ではないこと」です。時間も
あまりなく新しい企画をすることも難しかったので、このロ
ータリー奉仕デーとして、現在の浅畑川の清掃作業を静岡南
RC と静岡北ローターアクトと組んで少し形を変えて行う予
定です。また、南部特別支援学校の植栽事業に加え、日本平
RC が来年４月に計画している知的障害の子供たちと一緒に
行うマルシェにも参加できたらと思っています。奉仕プロジ
ェクト委員会にはご負担をおかけしますが、各奉仕グループ
に枠を超えて協力していただき、成功させてたいと思います。
例会その他に関しましては、引き続きコロナ感染の状況に合
わせた開催方法と食事のとり方、会報の簡略化、ペーパーレ
ス、ＳＮＳでの連絡など相原年度が改革してくださったこと
を引継ぎたいと思います。コロナ禍だから何もしない できな
いのではなく、発想の転換をし、物事を違う角度から見て、考
え、工夫して、静岡東ロータリークラブを元気で魅力のある
クラブにして行きたいと思います。会員皆様のご協力とご支
援をどうぞよろしくお願いいたします。
■奉仕プロジェクト委員長（宮城 展代君）
今年の RI 会長のテーマに「奉仕をしよう」が掲げられてい
る。従来から浅畑川の清掃活動や南部特別支援学校の植栽事
業を続けているが、新たに何か別の奉仕活動に参加するほか、
「意義」と「価値」を共有できる団体への寄付も検討してく。
① 職業奉仕リーダー（森下 登志美君）
まだ受付がされていないが「味の素スタジアム」を考えて

いる。11 月の開催に向け準備していく。
活動して活動する。区域内の適正な事業、専門職務について
② 社会奉仕リーダー（林田 尚翁君）
調査検討を行なう。
浅畑川の清掃、静岡北 RC との取り組みのほか、南部特別
■クラブ広報委員長（杉山 輝光君）
支援学校への支援も引き続き行なっていく。来年 4 月には日
昨年度からの新しい取り組みを発展させていく。SNS につ
本平 RC の知的障碍者向けのマルシェにも参加する予定。
いては会員の方をしっかり登録して、発信していけるように
③ 国際奉仕リーダー（杉田 至弘君）
整備していくのでアカウントの紐づけをお願いしたい。
「コロナ禍ではあるが何とか工夫してやっていこう」との
① 広報・雑誌リーダー（望月 康弘君）
考えのもと、過去に取り組んだ取り組み参考に検討していく。
仕事は「ロータリーの友」への関心を高め、皆様に読んで頂
④ 青少年奉仕リーダー（近江 陽子君）
くこととロータリー活動の広報を図ること。月始に「ロータ
青少年活動の指導をされている方、教育関連の方にご講演
リーの友」の配布時、見所を紹介してみたい。各方面へ「ロー
をいただくなどの機会を通して、日常生活や仕事での活動の
タリーの友」配布は今年も継続していく。
中で青少年の健やかな育成のための奉仕というものにどう関
② クラブ会報リーダー （石田 純一君）
わっていくことができるかを考えていく。
入会 5 年以内の会員にご協力いただき、効率的かつ効果的
■会員増強プロジェクト委員長（川口 尚宜君）
なクラブ会報づくりに取り組んでいく。
今期の目標は、期末会員 50 名必達。会員増強には、まず
③ ロータリー情報リーダー（相原 雄治君）
当クラブが入って良かったと思える雰囲気の良い仕事にも人
新入会員に対するオリエンテーションが主な取り組み。会
格的にもメリットがあるクラブライフが送れ、職業を通じて
員増強によって多くの方の入会に忙しくなるが対応していく。
社会貢献が出来る魅力あるクラブであると思って頂けること
④ 公共イメージ向上リーダー（宮崎 貴久君）
が先決。そのために出来る事をやっていく。次に、退会者が
昨年度、HP の情報量をブラッシュアップしてきたので、
いなければ会員は増えることになるので、事情でどうしても
SNS をより拡充し、対外的な発信も意識して取り組む。
退会せざるを得ない場合は、必ず、後継者や紹介者様にご入
≪スマイル報告≫
会頂いてから退会するようお願いする。
・川﨑 依子君（大口）
：いよいよ新年度が始まりました。コ
① 会員増強リーダー（薮崎 忍君）
ロナに負けずに元気で魅力ある静岡東 RC にしたいと思いま
期首 47 名、期末 50 名の 3 名増を目標に、女性会員の入会
す。皆様ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
にも注力していく。既に 2 名の入会を予定しており、50 名以
・望月 康弘君：川崎会長年度が素晴らしい年になることを
上を目指していく。
願ってスマイルします。
② 会員選考リーダー（佐野 哲一君）
・高田 雅司君 ：川崎年度のスタートを祝し。又、今年度
会員の選考条件は「善良さ、高潔さ、リーダーシップを身を
SAA を務めさせて頂きます。一年間、皆様のご協力を宜し
もって示し、事業、専門職務、または地域社会で良い評判を受
くお願いします。
けており、地域社会または世界において奉仕する意欲のある
・佐橋 徹君：川崎年度の門出をお祝いして。
成人」を旨としている。会員減少の折、入会可否の査定選考は
・杉田 至弘君：相原会長、長島幹事、近江副会長ご苦労さ
現実論ではなく当クラブ選考 G は有名無実化。故に、現実的
までした！コロナ禍の運営に改めて感謝します。川崎新会長
な四つのテストの意識と RC と似通う LC との違いの説明を
のもと長田幹事、島副幹事の魅力的な運営に期待してスマイ
する場とする。四つのテスト、真実か、公平か、皆の為か、好
ルします。
意と友情を深めるか、を常に念頭に置くことの指導となる。
・薮崎 忍君：本年度会員増強リーダーを務めさせていただ
また、RC と LC の違いを認識させ RC 会員としての自覚と
きます。1 年間皆様のお力をお借りし目標人数を目指したい
参加意識の確認を主として以下の説明をする。
と思います。宜しくお願いします。
・米ダラス RC メンバーのメルビン・ジョーンズが「社会奉
・生田 陽一君：先日は暖かくお迎えいただきありがとうご
仕活動には金を掛けてもやるべき」との主張で対立して
ざいました！これから宜しくお願いします！
1917 年にスピンオフして LC を創立
・鶴見 展哉君：最終例会欠席のお詫びと新年度またよろし
・I serve の RC、We serve の LC、孤児活動が主体か団体活動
くお願いしますという事でスマイルします。
が主か。
・森下 登志美君：先週の土曜日、日ハム対ロッテ戦で始球
・奉仕活動の取り組み方において職業奉仕主体の RC、社会奉
式をさせて頂きました。榛葉会員有難うございました。
仕中心の LC。RC は金を掛けずに活動を、LC は金を掛け
・山川 雅久君：今年度スマイルリーダーとして頑張りま
ても社会奉仕を。其の為、LC は寄付、寄贈、チャリティで
す。是非皆様、明るく楽しくスマイルして下さい！！
資金を集め行動を可とする。
・榛葉 英二君：
（誕生日の御礼）
・RC は昼食を兼ね週一度例会、LC は月二回夜間例会
≪出席報告≫
③ 職業分類リーダー（長島 秀親君）
・前月（6 月）
：96.10%
新規会員の適正な職業種の選定、既会員の職業変更があっ
・年間：95.08%
た場合、適正に修正する。会員増強、会員選考グループと連携
（会報作成 石田 純一）

