
第 2858回例会

≪司会≫   川崎 依子 君

≪合唱≫

≪BGM≫

「我 らの生業」

「C.0_」 「おだやかな時代」

歌で しか言えない (中島みゆき)

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該 当者な し

結婚記念 日

該当者なし

高田 雅司 会長

皆さん、こんにちは。

今週・次週と各委員長、

リーダーの今年度の活動報

告がございます。

本 日を含めまだ 3回の例

会が残つてお りますが、各

役員・理事の皆様、そ して

会員の皆様、一年間本当に

ご苦労様でした。ご協力ありがとうございました。

今年度、国際ロータリーのイアン・ライズ リー会長
のテーマは 「ロータリー ;変化をもたらす」そして第
2620地区の村松友吉ガバナーは 「未来を考える～変化

すべきものと守るべきもの～」をテーマとして掲げま

した。これを受け当クラブのテーマを 「クラブの伝統

と理念を継承 しつつ変化する一年にJと 定め活動を進

めてまい りました。

具体的な活動 目標には①会員の増強 (期末会員数 55

名)と ②親睦活動を通 した会員相互の輪の拡大 と連帯を

目標 とし進めてまい りました。会員の増強については

■ 3の 目標には遠 く及ばず-2の期末会員数 50と なつ

てしまい残念で力の無さを痛感 し反省をしてお りま

す。もう一つの会員相互の連帯と交流については、神

野会員を中心とした 「ワインを楽 しむ会」や、親睦ゴ

ルフ大会 「あすなろ会」も継続開催することができ

平成 30年 6月 14日  天候 晴

又、今月末の最終例会も含め5回の親睦夜間例会を実
施 しました。そして、当クラブの二大奉仕活動、浅畑

川の清掃活動 と、南部特別支援学校での子供たちとの

植栽活動においても、多くの会員の参加を頂き成功裏

に実施することができ、活動の有用性を再認識でき、

一定の成果は残せたかと考えてお ります。

いずれにしましても、この一年大過なくクラブ運営が

できましたのも、川崎幹事、村松副幹事をはじめ、事務

局の吉村 さん、理事・役員・リーダーの皆さん、そ して

何 より会員お一人お一人の皆様の協力があつての結果

でございます。至 らぬ会長ではありましたが、一年間の

ご協力に感謝 し、最後の会長挨拶とさせて頂きます。

一年間、誠にありがとうございました。

≪役員・ リーダー期末報告≫

〈職業奉仕〉 リーダー :森下 登志美 君

1.職場見学会

10月 19日 に東京都内において職場見学会を開催いた

しま した。

職場見学会場は大角会員のご厚意によ り「貴重なビー

ル体験Jを提供す る「キ リンスプ リングバ レーブル ワ リ

ー東京Jと ANA様 のご厚意 によ り羽 田 ANA機体整備工場

を静岡東 RC関係者総勢 21名 で見学 させていただき 6種

類の ビールを楽 しみ、B787の機体を間近で見学す るな ど

勉強をさせていただきま した。

2.職業奉仕担 当例会

2620地 区職業奉仕セ ミナーの内容報告 と「今後の職業

奉仕で期待 され る活動 とは」をテーマに、会員の皆 さん

にデ ィスカ ッシ ョンしていただきま した。

〈社会奉仕〉       リーダー :遠藤 正和 君

3月 24日 に浅畑川の清掃美化の奉仕活動 を行いま し

た。2001年か ら始まつたこの活動 も 19回 目を数え、会

員 23名 、ご家族、協働団体等合わせて 73名 のご参加 を

いただきま した。天候 にも恵まれて川 も心 もきれいにな

りま した。

4月 19日 にて南部特別支援学校の子供たちと野菜や

お花の植栽や、合唱などの交流活動を行いま した。参加
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は 20名 で した。軍手の用意を忘れて申し訳 ございませ

んで した。

〈青少年奉仕〉 リーダー :長田 きみの 君
2018年 5月 24日 青少年奉仕月間の一環 として 日本語

ボランテ ィアひ らがな事務局 斉藤晴美様 をお招 き して

卓話 をいただきま した。定住外国人 とその子供達が社会

人 として安定 して暮 らせ る様 に 日本語教育の大切 さを

管変 えさせ られ るお話 しで した。またこのような活動 を

社会や行政が支 えていかなけれ ばな らない と思いま し

た。

〈会員増強〉 リーダー :神野 一成 君

目標会員数 60名 に対 して期首会員数 53名 、会末会員

数 52名 。今期は誠に残念ながら 1名 減で終了いたしま

した。退会 された方が静岡在住の方が多く補充できなか

つたことが要因として挙げられます。来期の会員増強グ

ループ リーダーには静岡在住の方を中心に活動をお願

いいたします。

〈職業分類〉 リーダー :長谷川 泰 君
8/4稲森会 員の職業分類 を駐車場経営 に変更いた しま

した。

〈広報・雑誌〉 リーダー :鈴木 広士 君

(相 原委員長 代読)

ロータリーの公式地域雑誌 「ロータリーの友」に親 しん

でいただく為、原則 として毎月最初の例会において「ロ

ータリーの友」を読もうと題 して見どころを紹介 した。

3分間程度 とい う短い時間であつたが、ロータリーの活

動や会員の皆様に興味を引きそ うな記事を選び、内容を

紹介 しました。

9月 28日 の例会では、ロータリーの友月間に合わせ

クラブフォーラムとして紹介。 ロータリーの友の歴史

国際ロータリー公式機関紙 「The RotarianJと の記事か

ら指定された記事を転載 させなければならない等の基

礎知識の紹介から、紙面構成などについて紹介。4月 19

日に実施 した南部特別支援学校の子供 さんとの交流活

動についてロータリーの友のロータリー・アット・ワー

クに投稿 しました。

〈クラブ会報〉 リーダー :佐橋 徹 君

例会会報は第 2816号から2860号までを発行。会報の

原稿作成や編集作業は委員の当番制 とし当番委員の交

代は互いに協力、融illし 合い調整をしました。当番委員

は各 自会長挨拶や卓話等の内容をできるだけ正確に記

録 し原稿に写真等を加えて会報に掲載。会報原稿はリー

ダーが内容を確認 した後印刷、次回例会時に会員に配布。

編集作業および印刷には委員 自らが作業を行つた為、今

年度も大幅に費用を予算より削減。毎回例会の初めに幹

事から当日の会報当番委員の紹介があった為、会員の会

報委員に対する認識を高めることが出来ました。

〈ロータリー情報〉 リーダー :大村 幸代 君
山利会員 と 1年間新入会員の皆様にロータリーの概

要と当クラブの歴史を説明し、積極的にクラブ活動に関

わっていただ く様 にお願いいた しま した。合計 8名 の新

入会員向けの説明を行いま した。

増 山達也会員、松本安之会員、近江陽子会員

青島隆晴会員、林 田尚翁会員、酒井博康会員

早川正久会員、菊地茂夫会員の 8名 で した。

〈公共イメーシ
・

向上〉 リーダー :宮崎 貴久 君
ホームページヘの会報ア ップを行いま した。10月 のエ

ン ドポ リオ活動や 12月 にはクラブフォー ラム野木委員

長の記載 を行いま した。

≪スマイル報告≫

菊池 茂夫 君

神野 一成 君

早川 正久 君

小林 創 君

望月 康弘 君

糸日田 不日広 君

高田 雅司 君

本 日か ら入会 させていただくこと

にな りました。ロータリーライフを

楽 しみたい と思いますので、宜 しく

お願 します。

菊池 さんの入会を歓迎 してスマイ

ル致 します。

本 日より入会させていただきまし

た。 ロータリークラブヘの加入は初

めてで勝手が分からない中ではあ り

ますが、皆 さんに教えていただきな

がら活動 していきたいと思います。

宜 しくお願いいた します。
4年弱、大変お世話になりました。

RCの 経験 と皆様 との交流のお陰
で、静岡での生活がとても豊かなも
のにな りま した。感謝のスマイルで

す。ありがとうございました。

皆様の協力によリフィリビン キ

ャブヤオ地区でのグローバル補助金

プロジェク トに参加することが出来

ました。 1万 1千 380人 の子 ども達

にきれいな水が届きます。

結婚記念 日の祝いのお花あ りがと

うございました。昨年、銀婚式を迎え

何 とな く達成感 のある夫婦仲です
が、これか らもつつま しく過ごして

いきたいと思つてお ります。

今 日が今期最後の例会への出席 と

なり、28日 の最終夜間例会も欠席 さ

せて頂きます。一年間至 らぬ会長で

したが、川崎幹事、村松副幹事はじ

め、役員、理事の方々、そして会員の

皆様、御協力ありがとう御座居まし

た。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

51 (4e) 9

49(47)

50(48) 7 83 33

(会報作成 脇永 勉 )


