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君 (御殿場RC)

結婚記念 日

6月 23日 相原 雄治 君

そろそろ岡本年度が終わり
を迎えています。
1 去年の今頃、新年度に
あたつて岡本ガバナーは
ゲイリー ホァン国際ロ
ータリー会長の『 ロータ
リーに輝きを』のテーマ

を受けて次のようにおり
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BEST OF THE Glpsy Kings

第 2720回例会

≪司 会》  相原 雄治 君

《合 唱》  「それでこそロータリー」

≪BGM》  THE VERY

《ゲス ト》  なし

《ビジター》 渡辺 元男

田代 博久

《本日のお祝い》

お誕生日

該当なし

《会長挨拶要旨》

今やつておきたいこと

リーに輝き

しゃつていました。
「会員のためになつているかJを考え、あらゆる

ことを見直してクラブ運営を行なって欲しい。そし
て過去からの日線ではなく、未来目線で新たな環境
に適合しチャレンジしていこうと。さらに仲間づく
りが成功の一歩で、ロータリーの輝きのために永遠
を目指そうと。

2 他方ゲイリー・ホァン会長は 「ロータリーは、誰
にでも何かをもたらしてくれます。Jと おつしゃつ
ています。 1年を過ぎようとしている今、このよう
な新年度の目指していたものを実現できたのだろ
うかと改めて考えています。振り返ってみると、結
局 何もできなかったなと反省しています。
① 「仲間づくり」を目指して、あれこれやつてみた

いと考えていたのに、毎回の例会の準備や仕事に
追われて、例会の外に出ての仲間づくりも十分で
はなかった。

②会員増強についても、幹事ともども、いくつかの

試みをしたけれど、日標とした数字に
‐pl達できな

かった。
③クラブの活性化のために、新しい取り組みや冒険

をしてみたいと思つていたのに、試みたこともあ
ったけれど、思 うように動けなかつた。

3 振 り返ってみると皆 さんもそ うでしょうが、それ
ぞれが仕事を抱えて家族 とともにあ り、それぞれの

所で悩み頑張つてこられたんだと思います。ロータ

リー活動だけが私たちの生活の中心にあつたわけ
ではないのだと改めて思いました。

しかし改めて、私自身 平成 10年 に入会 してロー

タリアンとなつての 17年間を想 うと、ロータリー

は私に何かをもたらしてくれたように思います。グ
イ リー ホァン会長が年度初めにおつしゃつたよう
に、ロータリーは、誰にでも何かをもたらしてくれ
ます。

私は、この静岡東 ロータリークラブに入会 してた

くさんの仲間を得ました。静岡人ではない私にとっ

て、その仲間は宝物になりました。だから、やは り
ロータリーは、私にとってかけがえのない大切な世
界であるように思います。

茶道の千玄室氏は、先 日 静岡クラブ 80周年記念
公演で「ロータリークラブは人生の道場、小 さな奉
仕を積み重ねて、小さな心を研いて学んでゆくJと
おつしゃつていました。

4 篠田挑紅さんという103歳 で現役の美術家が『 103

歳になつてわかったこと』という本を書いておられ
ます。その中に「いつか、やがて、などと言ってい
るうちに、人生は終わつてしまう。だから、今やつ
ておきたいと思うことは、どんどんやる。」とおつ
しゃつています。
会長としての仕事は今月で終わりますが、これか

らもロータリーの中で「今やつておきたい」と思う
ことをどんどんやってみたいと思つています。
少しずつ、静岡東クラブの魅力が増してゆくとい

いなと思います。

《新入会員紹介》
この度、総合警備保障榊静岡支社 佐久間 武 君と

い大丸松坂屋百貨店松坂屋静岡店 月ヽ山 真人君が入会。
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《委員長・ リーダー期末報告》

●クラブ管理運営 委員長 曽根 正弘 君
リーダーの方々にフルに活動して頂き、皆様のご協

力で充実した活動と大きな成果が残せたと思います。
クラブ運営に携わって頂いたリーダーの皆様に感謝

申し上げます。

クラブ奉仕グループ リーダー   傷橋 徹 君
5月 7日 例会にてクラブフォーラムを開催し、2つ

のテーマについて討議頂きました。「退会される方へ

の対応について」と
'届

けなしの欠席を減らすために」
のテーマについて多数の貴重な意見を頂きました。頂
いたご意見は曽根委員長を通して理事会に諮つて頂

きます。よろしくお願いします。

出席グループ リーダー 新間 桂子 君
目標の年間出席率 90%を達成できそうな状況です

が、ここ数週間出席が思わしくないため、メークアッ

プをお願いします。また今年度は完全欠席者の方への

声掛けをさせて頂き、メークアップ率がよくなりまし

た。また Eメ ークアップが意外に簡単ということで利

用も増えてきています。ご活用をお願いします。

親睦活動グループ リーダー 大角 晋朗 君
全例会での受付のほか 7/31納涼例会ではハワイ

アン タヒチダンスチームをグス トに迎えご家族参加
の中、盛大に親睦を図ることができました。
12/18年末家族会では大道芸人をゲストに迎え、子

供たちへのプレゼントや大抽選会など盛大に開催し

ました。観桜会は4/2浮月楼にて」AZZシ ンガー ユ

ーリック知子さんを迎え、食事と音楽と桜を堪能しま

した。また、今年度より新入会員を囲む会を2回開催
し親睦を図ることができました。
プログラムグループ リーダー  松下 陸朗 君

楽しく充実した、例会に役立つプログラムづくりを
モットーに卓話者を募り、充実した成果を収めること
ができました。年間を通して来賓卓話ではオリンピッ
クメダリス ト、ハビタット親睦大使や音楽家など多彩
な卓話者をお招きできました。会員卓話でもお一人お

ひとりがユニークで能力の高さを改めて感じさせて

頂きました。卓話実績は、来賓卓話 16名 、会員卓話
12名 、計 28名 です。心からお礼申し上げます。
スマイルグループ リーダー代行  小山 宏之 君

会員の皆様が良い気づき、仕事上で PRしたいこと

や感謝の気持ちを伝えるツールとして活用頂きまし

た。軽い気持ちでスマイル頂けるプチスマイルを設け
たり、合同例会時に「全員スマイルの日Jを設定する

など、スマイルの機会を増やすことに努めました。そ
の結果、日標額を大きく突破し1,248,000円 を集める
ことができました。皆様からの暖かいお心遣いに心よ

SAA(会場監督)グループ リーダー 佐野 哲一 君
SAAと しては 1年を通して BCMに気を配り、席の配

置についても2ヶ月で席替えしましたが賛否があり

ました。皆様のご意見を参考にしていきたいところで

す。一番大切な食事に関してですが、例会一回あたり

130,000円 かかつています。例会への出席率と配膳数
の差分 (ロ ス)は例会 1回分の費用を上回り、後半分で

196,000円 発生しています。前半の実績と合わせると

40万円のロスが発生しています。来期は実際の例会出

席率での人数十ビジター 1名分とし、足りない場合は

SAA、 親睦 Gが外食する形にすると、ロスは5万円程

度になると思いますのでよろしくお願いします。
ロータリー財団グループ リーダー 神野 一成 君

今年度は 11月 6日 に地区ロータリー財団の曽根誠

さんをお招きし、地区ロータリー財団の活動とスリラ

ンカにおける活動状況をご紹介頂きました。また財団
への年次寄付を 1人あたり100ドル実施しました。

米山グループ リーダー 1巴 田 隆輔 君

米山記念奨学会へ、普通・特別あわせて849,000円

を寄付致しました。また米山記念館の秋季例祭にて「三

井報恩会と岩手県彦根村」の講演、春季例祭では「里

はまだ夜深し」として江川英龍の話しで有意義でした。

また、勝山会員、川国会員とともに米山梅吉翁の墓前

にお参りを行いました。

職業奉仕グループ リーダー代行  冨井 一矢 君
10月 23日 親睦活動グループと共同で職場見学会を

行いました。6組のご夫婦を含む 31名の皆様にご参加

頂き、お台場のフジテレビと南極観測船 「宗谷Jを見

学しました。東名集中工事で渋滞が予想される中、順

調に到着し、築地で昼食をとって頂き、日本独自の質
の高さ、活気の良さを感じて頂けたと思います。

フジテレビでは社員の方のご案内で 「とくダネ !J

のVlス タジオや「すぽると lJの V6ス タジオを見

学できました。

社会奉仕グループ  リーダー   村松 重治 君
7月 17日 例会にて地域社会奉仕委員会の「世界遺産

富士山J環境保全事業支援として「NPOグランドワー

ク三島Jへの活動支援寄付 37,000円 を実施しました。

また富士山保全活動として杉山冨1会長、相原幹事、杉

本委員長に清掃活動に参加頂きました。
3月 28日 には浅畑川清掃活動を実施、78名 にご参

加頂きましたが、当クラブ会員は28名 の参加でした。

次年度以降は会員の参加を増やして頂ければと思いま

す。 4月 16日 には静岡南部特男1支援学校を25名 で訪

問、40個のプランターに花と野菜を植栽し、交流を深

めました。

り感謝申し上げます。
ソンググループ リーダー 柴田 啓之助 君
例会が始まる前に皆様が元気になるようにとい う

ことを意識 して担当して参 りました。 ソングの活動の

皆様の評価はいかがでしたでしょうか ?(拍手)

佐野さんの巧みな話術、河野さんのユーモアな話 し

と華麗な女性の存在が良かったと思っています。

ソングの活動は毎回皆さんに見て頂いているので

内容は皆さんで判断 して頂ければと思います。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

6/18 53(52) 10

6/11 511491 9

6/4 51(50) 12 5 7 86 00“


