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≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪BGM≫   ロータリーソング
「ありがとうは私から」

≪ゲスト≫ 井上龍朗 アシスタン トガバナー

兼高文雄 ガバナー事務局長

≪ビジター》 鈴木弘恵 君 (東京恵比寿RC)
海野育男 君 (浜松 RC)

結婚記念 日

な し

今 日は井上龍朗アシスタン

トガバナーにお越 しいただ

き、この後のクラブ協議会

も含め、いろいろご指導い

ただきます。よろしくお願

いします。

さて 8月 は会員増強 。拡

大月間です。志田ガバナー

は、以前の会合で、「ロータリーの中核的価値観 (奉仕・

親睦・多様性 。高潔性・ リーダーシップ)を常に意識

し保持 して欲 しい、それには持続性が必要」と仰って

いました。これはそのまま会員増強の必要性を訴えら

れたものと、私は理解 しています。

会員を増やす とい うことは、昨年度の高野ガバナー

の言葉をお借 りすれば 「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」こと

に繋が ります。私の年度では、それを「コミュニケー

ションの場を増や し、組織を活性化 させ、クラブの魅

力を高めることによつて、解決の糸口としたい」と考

えています。会員の皆さん一人ひとりの、会員増強に

向けた能動的な取 り組みをお願いします。

今 日は、このあと決算報告、皆出席者表彰、そして

アシスタン トガバナーのお話もいただきますので、こ

れくらいにさせていただきます。

≪アシスタン トガバナー挨拶≫

井上龍朗 氏

2013年度第四分区アシ

スタン トガバナーの清水北

RCの井上龍朗です。一年

間どうぞ宜しくお願い致 し

ます。また後ほどクラブ協

議会にも参加 させていただ

きますので、宜 しくお願い

します。

さて、志田ガバナーに今年のテーマについてお伺い

したところ、ロンD.バー トン会長が掲げる「ロータ

リーを実践 し、みんなに豊かな人生を」をテーマとし

て掲げ、ロータリーの土台として中核的価値観 (奉仕・

親睦 。多様性 。高潔性・ リーダーシップ)を地域社会

に広げたいとのことです。志田ガバナーは国際協議会

に参加 して、日本のロータリーは世界の主流であるこ

とが確認できたとのことです。

志田ガバナーが地区の目標 として 11項 目を挙げて

おられますが、その中の 4項 目について触れさせてい

ただきます。一つ 目は活動基盤の強化、会員の増強 (各

クラブ純増 1名 )ですが、静岡東 RCは好業績を残 され

ています。今後 とも増強に注力いただきたいと思いま

す。二番 目はロータリーのブラン ド強化です。RI会長

が述べられているとお り、中核的価値観を地域社会に

広め、地域社会の問題 を自分 自身の問題 と受け止め

改善の努力をすることが大切です。また高野直前ガバ

ナーは 「ロータリーの単年度制度は細切れの継続を望

むのではなく、一貫 した理念、中核的価値観の上に

年度を担 うクラブ会長の個性を発揮することにより多
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≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

8月 18日 浅野裕史 君

平成 25年 8月 8日 天候 晴



様性を実現させるべき」と述べています。二番 目はロ

ータリー財団への寄付の推進です。ロータリーヘの寄

付は 3年後は半分が地区に戻 り、その うち更に 50%を
地区補助金 として使 うことができます。 (昨年までは

20%)こ の補助金を利用 して地区活動を推進 してくだ

さい。四番 目は 「未来の夢計画」に基づく補助金使用

について、今年から世界全クラブで実施される運びと

なりました。地区補助金は「地区財団活動資金」とい

われ 1回限りの比較的小規模のプロジェク トで国内外

の事業に適用されます。プロジェク トの分野は間わな

い活用 しやすい資金ですので是非活用 してください。

続いて青少年交歓事業について、お話させていただき

ます。青少年交歓事業の歴史は 1929年 にコペンハーゲ

ン RCか ら始まり、数々の歴史を重ねていますが、最近

は 2620地区において先細 りの傾向にあります。この改

善に向け、分区による資金負担を 2620地区全体で分区

による資金負担を実施する案を会長幹事会にて賛同頂

きましたので、現在協定書を作成中です。これにより

資金面の不安を払拭 し、またホス トファミリーや受け

入れの高校の融通もできる制度となりましたので、是

非青少年交歓事業を推進 していただきたいと思います。

今年の IMは 11月 9日 に清水のエ リザベー トで開催

します。大勢の皆様のご参加をお待ちしてお ります。

最後にアシスタン トガバナーの役割は、地区とクラブ

を繋ぎ、クラブ運営のお手伝いをすることが一つです。

またガバナーがクラブに要請した事項の実行に向けて

助言 します。また、年に 4回クラブを訪問しますので

ご協力宜 しくお願い致 します。

本 日はご清聴ありがとうございました。

≪2012-2013年 度 皆出席表彰≫

37年 勝山会員

22年 古橋会員

18年 望月会員

16年 佐野会員

13年 戸塚会員

6年 杉田会員

31年 司馬会員

19年  由利会員

17年 宮川会員

14年 伊藤会員・曽根会員

7年 佐橋会員

5年 高柳会員

4年 足羽会員・神野会員・柴田会員・新間会員
3年 高田会員 。上田会員
2年 杉本会員・冨井会員

≪スマイル報告≫

串山正幸 君   札幌出張でたまたま実家に寄つて

いたところ父が急逝しました。呆けも

せず寝たきりにもならず、本人の希望

通り突然静かに旅立ちました。葬儀に

際しましては、皆さんの暖かいお心遣

いを頂きありがとうございました。心

より感謝致します。

結婚記念日にお花を頂きありがと

うございました。これからも感謝の気

持ちを忘れずスマイルします。

勝山國太郎君

古橋剛俊 君

由利浩志 君

望月康弘 君

新聞桂子 君

冨井一矢 君

高田雅司 君

高柳正雄 君

田村孝子 君

浅野裕史 君

小川英樹 君

皆出席受賞者多数の中、トップラン

ナーとして 37年継続の皆出席賞を頂

きました。感謝してスマイル します。

皆出席表彰ありがとうございます。

皆出席表彰ありがとうございます。

来年で 20年、一区切 りです。

皆出席 18年の表彰をいただき、有

難 うございました。一年間元気に過ご

せた事に感謝してスマイル します。

皆出席の表彰ありが とうございま

す。今年も田村 さんのグランシップ音

楽の広場合唱団に参加 して、歌 うこと

ができました。大変でしたが楽しかつ

たです。

皆出席の表彰あ りがとうございま

す。まだ 2年ですが、これからも続 く

様がんばります。あと、スマイル委員

として、月 1回のスマイル、こちらも

がんばって行きたいと思います。皆様

も月 1ス マイル よろしくお願いいた

します。

第四分区アシスタン トガバナー井上

様、事務局長兼高様をおむかえし、又

皆出席表彰をいただき、おネLを兼ね、

スマイル します。

井上アシスタン トガバナーのご来

訪に感謝 して。また皆出席 5年 とのこ

と。こちらは途切れ途切れになってい

るので、もう少 し頑張 ります。

今年の 「グランシップ音楽の広場」

も、子供から大人まで 800人の出演

者、満員のお客さまを迎えて無事終了

しました。東ロータリーのメンバーか

らも御出演いただきました事、心より

感謝申し上げます。

8月 18日 で 54才 になります。一年

一年大事に過ごして行きたいと思つ

ています。今 日はお祝いして頂きあり

がとうございます。

結婚記念 日のお花あ りがとうござ

いました。今年もいただき、本当にう

れ しく思います。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
56(54)

56(54)

7/25 55(54) 88.88%
大角晋朗 君


