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早いもので、今期役員・

リーダーの皆さんから期末

報告をいただく時期 となり

ました。今期の RIテーマ

は 「奉仕 を通 じて平和 を

(Peace thrOugh Service)」

2620地 区高野ガバナーのテーマは「クラブは自ら活性

し、お互いのつなが りを実感 しながらロータリーを伸

展させよう」そして戸塚会長は 「活気に溢れ、未来に

繋がる楽 しいクラブを」を掲げられ、クラブ運営をさ

れてきました。期の終わりに当たり改めてクラブ運営

計画書を読み返 します と、高野ガバナーは大変に真面

目で精力的な方で、その挨拶文の中に実に多くの事柄

が散 りばめられています。その中で私が特に共感 した

のは、例会に出席する魅力 として、所属することによ

つて与えられる刺激、 日常の行動範囲の外にある人 と

の交流、そして例会が提供 してくれる魅力として、仲

間から様々な刺激を受け、あるいは刺激を与え、互い

に知見を広めていく、そ うしたことを指摘 されている

ことです。私の次年度の運営方針については、すでに

次年度理事 。役員の皆さんにご説明済みですが、例会

平成 25年 6月 13日 天 候 曇 時 々雨

をロータリーライフの基点と捉え、何よりも例会の充

実に力を注いで参 りたいと考えています。具体的な施

策については 期初の会長年度方針のところでもう少

し詳 しくお話させていただきますので、皆さんのご理

解をよろしくお願いします。

もう一つ、先週報告できませんでしたが、 5月 25

日(土 )の次年度会長・幹事会で井上龍郎アシスタン ト

ガバナーから提案された青少年交換事業補助金制度の

新設について説明します。これは、現在の制度 として
「地区補助金」力`あり受入 。派遣クラブを支援 してい

ますが、会員数の少ないクラブでも本事業に参加 し易

いよう新たに「分区補助金」を新設 したいとい うもの

です。ちなみに静岡第 6、 第 7分区ではすでに導入済

みです。具体的には、各クラブが会員 1名 につき 1千

円の人頭分担金を毎年拠出し、それを「分区補助金」

として受入。派遣クラブに支給しようとするものです。

6月 21日 の新旧会長幹事会で意見を伝える必要が

あるため、今年度の理事会で意見を聞かせていただき

ましたが、正式には次年度の理事会に改めてお計 りし

たいと思います。

≪役員・ リーダー期末報告≫

職業奉仕 リーダー 上田直弘 君

10月 13日 開催の地区職業奉仕セ ミナーに出席 し

日本理化学工業いの大山会長の 「皆働社会への提言～

知的障害者に導かれた企業経営から～」を聴講。10月

18日 の例会にて講演内容を紹介 しました。その後閉藤

枝MYFC小 山代表取締役に 「藤枝MYFCの 夢」の

演題で卓話いただいた。 lo月 25日 には、親睦活動G
と共催で職場見学会を開催。18名 の会員に参カロいただ

き、陸上自衛隊駒門駐屯地とキリンディスティラリー

を見学。駐屯地では自衛隊隊員 と同じ食事をし、また

キリンではウィスキーを試飲 し、会員の親睦も深める

ことができました。

社会奉仕 リーダー 古橋 岡」俊 君

3月 23日 浅畑川清掃活動に会員家族や静高建設社

員の方含め52名 の方に参加いただきました。天候にも

≪副会長挨拶要旨≫



恵まれまして無事終了することができました。4月 18

日には障害者支援活動 として、静岡県立静岡南部特別

養護学校で生徒さんと一緒に草花や野菜の植栽活動お

よびプランターなどの寄贈を行いました。年間を通 し

てのボランティア活動 として使用済切手の回収を行い

ました。ご協力ありがとうございました。

国際奉仕 リーダー 古賀昭彦 君

2月 にタイ国の学校への浄水器の寄贈を行いました。
マッチンググラン ドを活用 して、国内 3地区 9ク ラブ

タイ 5ク ラブが総額 5万 ドルで 30校の学校へ 30台寄

贈 させていただきました。静岡東RCと しては 1月 に

会員の皆様から募金を募 り、 5万 9千円が集まりまし

たので浄水器には 500ドル寄贈 させていただき、残 り

はスマイル させていただきました。 2月 21日 には書

道・空手を中心に日本の伝統 。文化を学び研究されて

いるフランス出身のフワンソフ・デルバー氏に「日本

の伝統 。文化をもとめて」の題 目で卓話をいただき、

また会場に書の作品を持つてきていただき、解説を通

じて日本の伝統 。文化のお話をいただきました。

新世代 リーダー 長島秀親 君

青少年活動の教育関係者による来賓卓話 として 9月

6日 NPO法 人まちなびや弓削代表に 「仕事と地域 と

子ども」と題 し講演いただきました。静岡東高校社会

専門講座に講師派遣 として、11月 14日 村松会員に「キ

ャリアイメージを持つこと」1月 23日 永島会員に「人

生の目的は自分が幸せになること」と題 し講演いただ

きました。

会員増強委員長 宮り|1辛巴 君

今年度会員増強ですが、年度当初は 52人でスター ト

したと思いますが、退会 7人、入会 12人、現在 57人

となっていますが、先日澤野君が退会され、現時′点で

は 56人です。なんとか次年度までには 60人 にしたい

と思つております。

会員増強リーダー 高 田雅司 君

今年度の目標は 1名 の純増をめざすことと転勤によ

る退会者の後任フォローを実施することでした。入会

者上期 7名・下期 5名 、計 12名 、退会者上期 3名・下

期 4名 、計 7名 期首 52名 の会員数が期末 57名 とい

うことで純増 5名 でした。今後も会員皆様の協力を得

ながら新会員の獲得に尽力 したいと思います。

職業分類 リーダー 大村幸代 君

今年度の職業分類の新 しく公開したものは鈴木君が

入会されましたので、総合運輸が加わり当クラブでは

現在 49の充填分類 となりました。まだ 49の職業分類

においてのりしろがあることになります。期末会員数

が 57名 、公開職業分類が 98な ので、もう少 し違つた

職業の方の入会があればいいなと思つています。

クラブ広報委員長         曽根正弘 君

広報の佐橋 リーダーには静岡新聞・静岡放送・ リビ

ング新聞などにご協力いただいて、きちんと広報 して

いただいていると思います。クラブ会報の竹内リーダ
ーにも粛々と会報を作つていただいております。ロー

タリー情報の佐野リーダー、 IT推進の相原リーダー

雑誌の柴田リーダーにもそれぞれしつかりとした仕事

をやっていただいたと思います。

クラブ会報 リーダー 竹内弘毅 君

今年度最終 6月 27日 の夜間例会を含めた 48回分

すべての会報を無事に発行するように最後まで気を抜

かないように進めて参 ります。これまでの会報G皆様

の啓蒙活動により、会長ご挨拶を始め多くの卓話者の

皆様から原稿をいただくことができました。これによ

り会報作成作業の負担が軽減 され、本当に助か りまし

た。改めて関係者の皆様に厚 く御礼申し上げます。

引き続き、会報活動へのご理解 。ご協力を宜しくお願

い致 します。

≪スマイル報告≫

由利浩志 君  奉仕プロジェク ト委員会 職業奉

小 山宏之 君

仕グループ上田リーダー、社会奉仕

リーダー古橋 リーダー、国際奉仕グ
~

ループ古賀 リーダー、新世代グルー

プ長島リーダー ー年間、ご苦労様

でした。大変お世話になりました。

結婚記念 日のお花をいただき、ありが

とうございました。結婚 して 18年 に

なりますが、久々に笑顔で夫婦の会話

を交わすことができました。これを機

会に関係修復を図つていきたい と思

います。

昨日「米国食品流通視察」から帰国

致しましたが、本 日は御取引先企業

の会合に出席の為に例会を欠席致

します。来週の例会からは出席でき

ます。高柳副会長・杉田幹事 。新間

副幹事 3週間ありがとうございま  ―

した。

結婚記念 日のお花をいただきました。

記念に先週の土 日で寸又峡温泉に S

Lに乗つて行つて来ました。楽 しい時

間を過ごす事が出来、大変ありがとう

ございました。

久しぶ りに皆さまのお顔を拝見出来、

うれ しく存 じます。気分転換は大切で

す し 。・・

戸塚敦雄 君

土山博英 君

田村孝子 君

杉山明喜雄 君 本年度の通常例会 も次週の 1回 のみ

となりました。この 1年間、会員の皆

様から多くの喜捨を頂きました。皆様

の喜捨に感謝してスマイル します。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

58(55) 7

6/6 58(55)

5/30 58(56) 7 9 83 93%


