
≪ビジター》 なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該当者なし

≪会長挨拶要旨≫

第 2827回例会

≪司 会≫ 川崎 依子君

≪合 唱≫ 「手に手つないで」「静岡東ロータリー」

≪BGM≫  西島二重子のベス トロセ レクション

「池上線」「のんだくれ」 等

≪ゲスト≫  なし

結婚記念 日

10月 4日 臼井 満 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。本 日はク

ラブフォーラム 「ロータリーの

友」として、鈴木広士会員にお話

を頂 きます。

さて今年度の RI会長のテーマ

は『 ロータリー ;変化をもたらす』

となつてお りますが、我々の属 し

ます第 2620地 区も改革を進めて

お ります。一番大きな変更点は分

区の再編であります。これまで第

2620地 区は山梨が 4つ の分区に、静岡は 7つの分区に分

かれて編成 されてお りました。それを次年度より山梨を

3つのグループに、静岡は 5つのグループに再編いたし

ます。静岡市と浜松市の政令市に属するグループと、そ

の間に属するグループ、又、東部地域は三島を含む伊豆

地域のグループと、沼津、富士、富士宮を中心とした富

士山周辺のグループの都合 5つのグループに再編 され

ます。

静岡市内の 12ク ラブは第ニグループに属 し、これま

での第四分区の 9ク ラブから、第五分区に属 していまし

た、静岡、静岡西、静岡北の 3ク ラブを加えて構成され

ることになります。期首での会員数は 317名 から 506名

平成 29年 9月 28日 天候 曇

と増加 します。

IMの 開催などについても、その内容など今後協議 し改

革を進めなければな りません。又、ガバナー補佐の選出

についても新たにそのルール作 りを求められました。

直近の次年度は静岡 RCが最古参クラブとしてのプラ

イ ドで受けることに了承 しましたが、翌年以降の順番に

ついて会長監事会において協議を重ねました。特に清水

クラブと当静岡東クラブ (一昨年の由利ガバナー補佐の

選出)は直近に選出してお りますので、これまでの第四

分区の順番に、新 しく加わる 3ク ラブを入れた順番をと

の要望案を提案 しましたが、最終的に清水 RCが設立年

度順でのガバナー補佐選出を受諾 した為、当クラブにお

いても設立年の順番でのガバナー補佐選出に合意せざ

るを得ませんでした。

結果 として 3年後には当クラブよリガバナー補佐の

選出をしなければな りません。クラブ数も増えグループ

内の所属会員数も 60%も 増加するわけですからガバナ

ー補佐の役割、責任についてや、前述 しましたグループ

での IM等の活動の内容についても改革を進めなければ

なりません。しか し現段階ではその結論は出てお りませ

ん。今年度の分区としての大きな課題であります。

又、クラブ内に目を移 します と年当初に掲げさせてい

ただいたメインテーマ “親睦"と “奉仕"を活性化、実

現するには会員の増強が必須であります。先 日も中嶋委

員長、神野リーダーを中心に、肥田委員、大角委員、川

崎幹事も加わり会員増強委員会を開催 し、具体的な戦略

会議をもちました。今年度会員数 60の実現を目指 して

お りますが、増強委員の活動・努力だけでは、なかなか

実現も難 しいものがあります。是非皆様の御協力を頂き

目標の達成を成 したいと考えます。よろしくお願い致し

ます。

又、次年度の杉田年度には静岡東ロータリー創立 60

周年の一大事業がございます。現在準備委員会を編成 し

肥田委員長、杉田次期会長を中心に事業の企画立案中で

ございます。具体的に計画が固まつてきます と皆様にも

具体的な活動協力をお願いすることになります。こちら
への会員全員の協力もよろしくお願い致します。

以上、直近での地区等での動きについてとの報告と
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当クラブでの活動へのご協力をお願いし、会長挨拶 とさ

せて頂きます。ありがとうございました。

≪クラブフオーラム≫

「ロータリーの友」 鈴木 広士 君

9月 は 「ロータリーの友J月
間です。1920年 10月 東京ロー

タリークラブが発足し、戦後 1

地区だつた日本のロータリーク

ラブが 2地区に分割 されたのが

1952年 7月 。その少 し前の地区

大会で、分割後の 2地区が情報

を共有できるようにと雑誌の創

刊が決まり 1953年 1月 に「ロー

タ リーの友Jが創刊 されま した。かけそば 1杯 が 20

円の当時、定価は 100円 で した。

ロータ リアンは、その地域で国際 ロー タリーか ら指

定 され て い る ロー タ リー 地 域 雑 誌 、 ま た は 「The

RotarianJを 購読す る義務があ りますが 「ロータ リー

の友」は 1980年 7月 号か らロータ リー地域雑誌の指定

を受けま した。現在の発行部数は 95,500部 です。

ロー タ リー地域雑 誌 に は守 らな けれ ばい け ない

規則 がい くつかあ ります。 7月 号の表紙 に新年度 の

国際 ロー タ リー 会 長 の写真 を掲 載 す る こ と 「The

RotarianJの 記事の中か ら指定 された記事を翻訳 し転

載す ること(RI指定記事)等 です。RI指 定記事 には

目次や タイ トル に 「RI」 の ロゴが入れ られています。
「ロータ リーの友」最新号 (9月 号)で は、2018年 ロー

タリー国際大会の開催地である トロン トに関連 し、国

際ロータ リー会長メッセージとして 「誰 もが楽 しめる

トロン トJ、 そ して 「The Capital of nice温かいお も

てな し」 とい うRI指定記事が掲載 されています。

次は紙面のスタイル についてです。記事の横組み 。

縦組みは、内容に応 じて使い分けられています。

横組みの場合、RI指 定記事、会員の関心が高いテー

マに関す る特集等、 ロータ リー地域雑誌 としての公式

的な意味合いの記事 となっています。

縦組みの場合、 日本のロータ リアン同士の懸け橋 と

なる記事で、投稿が中心です。

今年度 か ら新 コーナーが 3つ 立ち上が りま したの

で紹介 します。

1つ 目は、「NEW GENERAT10NJの コーナーです。 ロ

ータ リーのプログラムに参加経験のある若い人に、将

来の夢、今取組んでいること等を語つてもらうコーナ

ーです。毎月個性豊かな若者たちが登場 し、最新号で

は 「会社を大きくしたい J、
「世界の リーダーを目指 し

て」 と題 した記事が掲載 されています。

2つ 目は 「私の一冊Jです。「卓話の泉」の下の段

に、人生を変えた一冊、最近読んで感動 した本等、会

員おすすめの本が紹介 されています。

3つ 目は 「声Jです。掲載記事に一言、感想を伝え

るコーナーで、10月 号からのスター トとなります。

新コーナーではありませんが、「ロータリーの友」

で継続されているものもいくつか紹介 します。
「′きは共に」は東 日本大震災直後からスター トしま

した。震災から6年以上が経過 しましたが、まだ多く

のクラブや地区が支援活動を続けています。東北の復

興支援活動に加え、2016年 4月 に発生 した熊本地震

2017年 7月 の九州北部豪雨など、自然災害に対するロ

ータリアンの活動を取 り上げています。
「クラブを訪ねてJは縦組みのコーナーですが、好

評を得ていると問いています。特徴のある活動をして

いるクラブ、元気のいいクラブなどを取 り上げ、プロ

のライターとカメラマンが取材をし、記事にしていま

す。ちなみに最新号では 「一騎当千の女性メンバーが

ひ しめく」と題 して、会員の 80%が 女性会員とい う東

京中央新ロータリークラブが紹介 されています。
「パズル deロ ータリーJは、毎日答えがロータリー

に関係あるものとなってお り、どなたでも楽しく取 り

組むことができます。
「ロータリーの友」ウェブサイ トでは「友愛の広場 J

「ロータリー・アット・ワーク写真編J「 ロータリー・

アット・ワーク文章編」「わがまちの味J「声Jに投稿

ができます。また、有料購読者に限定されますが 「ロ

ータリーの友・電子版Jの閲覧も可能ですので活用 し

てみてください。

以上 「ロータリーの友Jに は、ロータリーに関する

さまざまな情報が掲載 されています。そ して誌面は

ロータリアンの活動や意見から成 り立っています。

今後、我が静岡東ロータリークラブの奉仕活動 も

投稿 していきたいと思いますが、是非皆 さまか らも

投稿をお願いします。

より良い 「ロータリーの友」にするために、ご協力

をお願いいたします。

≪スマイル報告》

伊藤 洋一郎君  北原 ミレイ と佐々木秀美のコン

サー ト楽 しみました。柴田会員感謝

です。チャリティー金の受け渡 しの

ときの り|1崎 会員、カッコ良かった

です。

鈴木 広士 君   8月 末から、毎週の例会がことご

とく会社の行事と重なり、今月は一

か月ぶ りに出席 しました。が、いき

なり、クラブフォーラムとして、雑

誌 「ロータリーの友Jの紹介をさせ

ていただくこととなりました。にわ

か勉強のため、お聞き苦しい点など

多々あったかと思いますが、ご容赦

ください。

臼井 満 君    結婚記念 日のお祝いあ りが とう

ございました。計算すると結婚 して

22年経過 していました。これから

も無事に続 くようにがんばります。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
55(52) 13

9/21 55(53)

9/15 55(52) 8 8461%

(会報作成 花房 善之)


