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本 日は静岡第 4分 区

望月威雄ガバナー補佐を

お迎えし、野口英一ガパ

ナーの本年度の方針 地

区目棟等のお話をお伺い

することとなつておりま

すので、後程よろしくお

願い致します.

また例会終了後はクラフ協議会にて静岡東 RCの本年度運

営計画についてご指導をお願い申し上げます。

ここで望月威雄ガバナー補佐を紹介させて頂きます。望月

威雄ガバナー補佐は平成 7年 6月 に静岡中央ロータリーク

ラブに入会され 201o～ 2011年度の会■を務められておりま

す。ご職業は静岡と福島県にて石材商品の販売の会社を経営

されております。3 11の東北大濃災時には、福島県の会

社において福島第一原発事故のため通常業務に支障を来た

すという被災の経験も自らされております。また被災地の復

興支援にも積極的に取組んでおられます。これらの事につき

ましたは、機会が有りましたら、是非、卓話をお願い致しま

す。

さてロータリークラノでは、戦略II画の 1つ として「公共

イメージと認知度の向上Jを掲げています.よ り多くの人々

にロータリークラプの存在と活動を知つて頂くためには、解

り易く、正しく発信しなければなりません。第 2620地 区に

おいては 3月 に山梨日日新聞、4月 に静岡新間に 3分の 1紙

面を使用して「ロータリークラブJつ てご存知ですか
'と

掲

載し認知度の向上を図つております。

当クラノにおいても、エレベーター トークとして「ロータ

リークラブとは何ですか ?」 の問いに全会員が即答できるよ

うに、回答の共有化を図つてはどうかと言 う意見が新 Iロ クラ

ブ協議会で出ました。確かにロータリーについて質問を受け

ロータリーの特徴を簡潔に即答することは、中々難しいこと

と思います。一部の会員の方々に会長 幹事案に関してご意

見をお伺いし 当クラブとしての回答を、会員名簿の裏側に

記載させて頂きました。
「ロータリークラブとは何ですか?Jの問いに「経営者・

専門職の集まりで自らの職業や奉仕を通して地域社会に貢

献する団体。Jと 回答しました。

この文案を決定させて頂く中で色々なご意見が出ました。

たとえば、次のような意見です。

①ロータリアンは、高潔性が強く求められているため「

を通して 。・ Jを 「繊意と品格をもつて」の方が適当で

はな|ヽか。

② 「経営者・専門腋の集まり '。 .Jでは着手実業家で将来

の経営者を目指す■年は入会出来ない又は大会しにくい

のではないか。また芸術家 音楽家など 1人で自由業を営

んでいる方々に門戸を開放 した方が会員増強に結びつく

のではないか。

今年度の回答の文案につきましたは、会員の皆様も色々な

ご意見、感想をお持ちのことと思います。重要なことはロー

タリアンー人一人が、ロータリーとは何かについて模索し第

二者に回答ができる準備を心掛けておくことと思います.

会員の皆様にとってロータリーとは何でしょうか?来年

度の会員名簿には、会員の皆様のご意見が反映された新たな

回答が記載されることを期待しております。
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第 2724回例会

《司 会》 新聞桂子 君

《合 嘔》 「それてこそロータリーJ

《BGM》  グズターヴ ホルスト組由「惑星」

《ゲスト》 静岡第4分区

ガバナー補佐     望月威男
ガバナー補佐目1事務局長 高橋義孝

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生日
7月 16日 肥日隆輔 君

《会長挨拶晏旨》

ロータリーとは

平成 27年 7月 9日 天候 曇



《来費卓話》

「ガバナー方針の伝達」

静岡第4分区 ガバナー補佐

開催】

職業毒仕委員会 【職業奉仕月間の2016年 1月 16日 にバナ
ーを開催】

青少年奉仕委員会 【IAC/RAC活 動支援】

国際奉仕委員会 【青少年交換/R友情交換 活動支援】

米山梅吉記念館 【所在地区として継続的支援】
7 RI会長賞への挑戦

8 地区大会 (11月 6、 7日 )への参カロ

9 2018 1F END POL10

10国際大会〈ツクル 2016年 5月 28日 ～ 6月 1日 )への参カロ

《スマイル報告》

杉山明喜男 君   静岡第四分区望月ガバナー補佐をお迎
えし、お話をお何いさせていただきます
ので、宜しくお願い申し上げます。また

例会終了後のクラブ協議会のご指導も宣

望月 威男 様

私は今年度ガバナー

補佐をやらせて頂く事に

なりました望月成男です。

私の仕事は野ロガパナー

の日標を選成させるお手

伝いをすることです。

今年度の RI会長はスリ

ランカの人で `世界への

プレゼントになろう'と 言うテーマを掲げました。この意味

は私達ロータリアンが生まれてから授かった、いろいろな知

識や能力を世界へ奉仕の心でブレゼントする様に、 と受け

とる事が出来ます。

クラブは地域社会をより良くしようと前向きに考えてい

る人達の集団ですからこのテーマは各クラブ又は個人でも

達成することが出来るでしょう。野ロガバナーの地区日標は

10項 目ありますがその中で 2番 目のロータリークラブセン

トラルの利用と言う項目が良く理解されていないクラブや

個人の方々が多い事ですから、まずマイロータリーの登録と

セントラルの利用を是非行って下さい。6番 目の委員会事業

についてはそれぞれの委員会べ、委員会になられた方は是非

参カロをお願い致します。8番 目の地区大会は山梨県の皆様が

いろいろ考えて迎えて下さるとの事ですから 1人でも多く

の参加を110番 目の国際大会はとなりの国のソウルですか

ら私は  もちろん参加する予定です。第4分区の 1人でも

多くの参加をよろしくお願い致します.

f/は福島県に当社の支店と,1内村にて採石場の会社を経

営していますので福島の事を聞かれます。

最近のニユースを 1つだけ話させて頂きます。東京電力事

故による除染廃棄物の事です。事故後県内 33市町村の小学

校や幼推園など1173ケ 所に約31万 6千立方メー トルの廃菜

物があり今年の夏体みに5校の 3000立方メー トルを双葉と

大熊町に運送と言うニユースが 1面 トップにありました。

除染作業は l lL円 以上かかり、まだ終わっていません。福島

県の事を時々思い出して下されば幸いです。

(2015～20:6地区日凛》

1会員増強

49名 以下のクラブ :純増 l名 以上]

50名 以上のクラノ :純増 2名 以上】

2ロ ータリークラブ セントラルの本1用

3ロ ータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

USS150/人  年 Iゼ ロクラブーゼロ】
ベネファクター 【各クラブ 1名 以上】
ロータリーカードカロ入推進

地区補助金、グローバル補助金の活用

4ロ ータリー米山記念奨学会への理解と支援

墜学生支援 【世話クラフ カウンセラー引き受け】

寄付推進 【¥16,000/人  年以上(普通 特別寄付合算)】

5 ロータリーの公共イメージの向上

6各委員会事業への理解と参加

会員増強:維持委員会 【2015年 6月 21日 になナーを開催】

広報 IT推進委員会 12015年 5月 31月 になサーを開催】

社会奉仕委員会 :第 6回 「富士山 絆の日Jを 8月 1日 に
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しくお願い致 します。

君    本 曰7月 16日 誕生 日です。

君   嵐の中ガバナー補佐の公式訪間を歓迎

してスマイル します。

君    望月ガバナー補佐、ご苦労様でござい

ます。大変お忙 しい 7月 8月 、お体に気

をつけられ がルばって下さい。

伊藤洋一郎 君   苦しいことがあったのでプチスマイル

と思いましたが、会場に入つたらガバナ
ー補佐、副事務局長にお会いして、嬉 し

くて追加のスマイルします。

白千1浩志

上国 直弘 君

小山 宏之 君

エスパルスは昨曰況在 17位で J2降格
の危機で非常に厳しい状況です。是非皆

様方にエスパルス支援をお願いしたく
スマイル致します。パルメンバーヘの加

入をよろしくお願い致します.

先週のエスパルスマッチデー惨敗とな

りましたが無事終わりました。心が折れ

そ うですがこれからも応援 していきま

す.

細川 俊彦 君   誕生ロプレゼントの紅茶ありがとうご

ざいました.おいしくいただきました。
小林 倉1 君   アスティ静岡リニューアル完了しまし

た。新規店は静岡初出店。便利で楽しい

店舗が揃いました。週替わリスイーツの
コーナーもあります。皆さん是非お立ち

寄りください。以上宣伝スマイルでした。
氣谷雄太郎 君   6月 30日 よりあいおいニッセイ同和

損保が日本損害保険協会長会社になりま
した関係で、私は静岡損保会長となりま
した。地域の実態に応じた「防災 減災J

取組の推進、地震保険の普及促進を重点

的に取組みます。参考になればと思い地

震保険の案内を配布させて頂きました。

静岡損保会長として頑張ることを決意し
スマイルします。

《出席報告 》

会員数 出席 欠 席 Mυ 完全欠席 確定出席率

7/16 52149) ?

52“ 9) 6

52(49) 4 2 2 95 92%
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