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「我等の生業」

アン ドレ・ギャニオン作品集

国際ロータリー第 2620地 区

静岡第 4分区ガバナー補佐

坂本 泰俊 氏 (駿河 RC)

国際ロータリー第 2620地 区

静岡第 4分区ガバナー補佐 事務局次長

角田 貴夫 氏 (駿河 RC)

≪司 会 ≫

≪合 唱 ≫

≪ BGM≫

≪ゲス ト≫

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

2月 1日 伊藤 洋一郎

≪ビジター≫ 松崎 至宏 君 (静岡 RC)

結婚記念 日

君  2月 10日 佐野 哲一 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

今 日は 国 際 ロ ー タ リー 第

2620地区第四分区・駿河 RCの
坂本泰俊 ガバナー補佐 と角 田事

務局次長様 をお迎 えしてお り、

後ほどご挨拶を頂 きます。坂本

様 どうぞ よろ しくお願い します。

さて、この ところ随分 と寒い

日が続いてお り、連 日各地での豪雪の話題がTVに て

報道 されてお り、イ ンフルエンザ も猛威 を振 るつてい

るようです。私 もしば らく風邪気味で、先週の例会の

後、親戚の内科に掛か りま した ら見事人並みにイ ンフ

ルエ ンザ B型 と判定 。診断 され、即 自宅療養 を申し渡

されま した。症状は軽 く、熱 も最高 374度 とそ う高 く

もなく、少 し体がだるい程度で したので、ま さかの診

断で した。五 日間は外出禁止 とい う事で、ただただひ

たす ら寝ているだけ、 TVの御守 りと読書の五 日間を

平成 30年  2月 8日 天候 晴れ

過 ごし、火曜 日に社会復帰を呆た しま した9症状が出

てか ら時間をおいての受診で したので周囲の方 々に蔓

延 させて しまったのでは と反省 してお ります。皆様 も

十分 ご注意なさつて くだ さい。

今 日は予定が ぎっ しりで時間配分 について川崎

幹事が随分 と気 をもみ、挨拶 も手短に との指示でござ

いま したので、以上、中身のない会長挨拶で終わ らせ

ていただきます。 どうも失礼 をいた しま した。

≪来賓卓話≫

国際 ロータ リー第 2620地区静岡第 4分区

ガバナー補佐 坂本 泰俊 氏 (駿 河 RC)

皆 さん、こんにちは。

静岡第 4分区ガバナー補佐を

努めてお ります駿河ロータリー

クラブの坂本でございます。本

日は 3回 目の訪間になります。

最初にレジュメにもあります

が、イアン ライズリーRI会長

のメッセージをお伝えします。

会長はロータリークラブが世界の平和の構築のために

更なる奉仕活動を計画、実行することが重要と述べて

います。

また、松村ガバナーはロータリーの根本精神や 日的、

中核的価値 と位置づけられたものをさらに浸透させる

必要があり、変化 し始めた世界ロータリーをより確か

な奉仕団体として維持発展 していく必要がある。 とガ

バナー月信に載せています。

先般の 「世界ポリオデー キャンペーンJの活動で

は皆様のご協力により寄付金額は 400万 円以上となり

大成功でした。静岡東ロータリークラブからも多額の

ご寄付をいただきました。後 日感謝状をお届けいたし

ますGあ りがとうございました。

さて 本 国の主題は来る3月 11日 に開催 されます

国際ロータリー第 2620地区静岡第 4分区インターシ

ティ ミーティングのご案内と参加のお願いでござい

ます。我々、駿河ロータリークラブがホス トクラブを

担当いたします。会場は当、ホテルアソシア静岡の 3

≪会長挨拶要 旨≫
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階駿府で、登録受付は 1400で す。今回の IMの テーマ

は 「いのち輝かせて」です。基調講演の講師はおもか

げ復元師の笹原留以子氏にお願いしました。笹原氏は

東日本大震災で亡くなった 300人以上のご遺体を復元

された方です。今回の IMが 開催 される3月 11日 はま

さに、東 日本大震災の当日に当た ります。あの目を忘

れずに多くの御霊に祈 りを捧げ、更なる平nlな 社会を

実現するために祈 りたいと思います。田辺信弘静岡市

長、ガバナーエレク トであられる大月ロータリークラ

ブの星野喜忠氏をはじめ多数の来賓の方々をお招きし

ています。グス トスピーカーには俳優の石田純一氏に

お願いしま t/た 。そのほかにア トラクションも予定し

ていますので是非多数の方々ご参加をお願いいたしま

すc

国際ロータリー第 2620地 区静岡第 4分区

ガバ ナ ー 補佐  事 務 局次 長

藪
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滲 角田 貴夫 氏 (駿河 RC)

ガバナー補佐 事務局次長の

角田貴夫です。 どうぞよろしく

お願い致します。

先ほどガバナー補佐からも申

し上げましたが、lMの 予定につ

は 1手上茫韓[五ぢ智ネI∵ [ト
14:00受 付開始、14:30よ り本会議が開始 されます。開

会点鐘ののち 15:30よ りご紹介がありました笹原留以

子氏の基調講演があり 17:30か らは懇親会がございま

す。

今回の IMは次年度から分区の構成が改変されます

ので現在の第 4分区としては最後の IMと なります。

何卒多くのロータリアンにご参加を戴きまして、盛

会となるようにご協力をよろしくお願いいたします。

≪静岡東ロータリー創立 60周年記念式典

実行委員会からのお知らせ≫

副幹事 村松 重治 君

以前よリクラブ創立 60周年記念式典に向けて準備

委員会を開催 して準備を進めてきましたが、肥田隆輔

会員を実行委員長 とする委員会の構成や予算案につき、

先般の理事会で承認を戴きましたことをご報告いたし

ます。委員会は 4部会の構成で本部長は杉田至弘会員

です。詳細は次回文書にてお知 らせいたします。

≪「グランシップ音楽の広場」から≫

新聞 桂子 君

最初 に昨年 8月 に開催 された

第 10回「グランシ ップ音楽の広

場」のヒ
゛
テ
ぐ
オテーフ

・
をご覧 くだ さい。

このプログラムは以前、当静

岡東 ロータ リークラブに在籍 さ

れていたグランシップ元館長の

田村孝子 さんが立ち上げたもの

です。 グランシップの設計者の

磯崎新さんは大ホールをロン ドンのロイヤルアルバー

トホールで世界大戦中も絶えることなく続けられてい

る「ヘンリー プロムナー ドコンサー トJを念頭に置

かれて設計し、この様な音楽会が開催 されることを望

まれていたそ うです。田村 さんはそのことはご存 じな

く後から知ったようですが、静岡県内には 20も のオー

ケス トラがあることを知 り、この大ホールを活かす方

法として、オーケス トラ 300人、合唱 300人、ヒッホ

ップダンサー100人 と観客 2300人合わせて 3000人 の

大音楽会を企画されました。これだけの規模で行われ

るアマチュアの音楽会は世界にも例がないそ うです。

第 1回 目は指揮者 井上道義さんが人力車で登場 し、楽

団員が聴衆の中に交じつて演奏をするとい う形式でク

セナキスの 「ノモス・ガンマJが演奏され、今でもそ

の強烈な印象をもっておられる方もある方も多いと思

います。二回目からは指揮者は京都市交響楽団の広上

淳一氏、コンサー トマスターは徳永二男氏、司会軽妙

な進行をなさる堀尾正明氏のメンバーで続いています。

チケットは発売 と同時にすぐに完売 してしまうほどの

人気で、静岡の夏の風物詩に育ってきています。昨年

の 10回 国のコンサー トには「ねむの本学園Jの生徒 さ

んたちと 90歳 になられた宮城まり子 さんが車椅子で

出演 されて学園の子供たちと共に歩んでこられた 50

年の経験からのメッセージを送 られました。「グランシ

ップ音楽の広場」は若い方たちの参加も増えて、これ

からも、まだまだ続 くと思いますが館長 とい う立場は

離れ られても田村 さんは、熱い気持ちでグランシップ

を見守つておられます。2020年 のオ リンピックイヤー

には世界からの参加を募 り、この音楽会が静岡の財産

になる事を望んでおられます。何度か、合唱団の一員

として参加 した私もそ うなるといいなと思つています。

皆様にも、いつまでもグランシップを見守っていて

ほしいという田村 さんのメッセージをお届けします。

≪スマイル報告≫

高田 雅司 君   国際ロータリー第 2620地区静岡第

4分 区の坂本泰俊ガバナー補佐の 3

回 目の公式訪間を歓迎 してスマイル

します。

由利 浩志 君   坂本ガバナー補佐、ご来訪ご苦労

様でございます。 3月 の IMの 準備な

どで大変ご苦労されている事 と思い

ますが、IMが終了すれば補佐の仕事

は終わつたようなもの。頑張つてく

ださい。

伊藤洋一郎 君  お誕生 日のお祝い。あ りがとうご

ざいます。

り||「 J尚宜 君   長男が中学受験で慶應義塾普通部

に合格いた しました。これで大学受

験まで終了して、ホッとしています。

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

52(50)

52(50)

1/25 53(50) 11 8 3 94%

<会報作成 佐橋 徹>
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