第３０２１回例会

令和４年６月１６日

≪司会≫ 長田きみの 君

たとのことですが、コロナ禍でもあり各会員のみなさんによ
ろしくお伝えくださいとのことでした。

≪合唱≫ 「それでこそロータリー」
≪ソングリーダー≫ 福島清志 君

さて、先週の金曜日は「あすなろ会ゴルフコンペ」でした。

≪ゲスト≫ なし

晴天に恵まれ、１２名でラウンドを楽しんできました。ゲス

≪本日のお祝い≫

トとして 2003~2004 年度の会長を務めた鈴木理文氏が来て

・お誕生日 該当者なし

くださり、お元気な姿を拝見しました。また久しぶりに山下

・結婚記念日

６月２３日 相原雄治君

会員、藪崎会員が参加、風の人からは佐光会員が初めて参加

６月２８日 肥田隆輔君

してくれました。結果、優勝は藪崎会員で吉田町のうなぎを
勝ち取りました。参加賞として私も芋けんぴや、かりんとう

≪会長挨拶要旨≫ 川﨑依子 会長
皆さん、こんにちは。先週の土曜日に最後の会長幹事会が
清水で開催され、長田幹事と参加してきました。
今まではずっとコーヒーにケーキのみの話し合いでしたが、

をいただきました。
幹事の肥田会員ありがとうございました。
次回は１１月に開催予定です。
あすなろ会に先立ち、新潟東 RC 歓迎ゴルフコンペが１０
月１日土曜日にありますので、風の人たちにも是非ご参加い

今期初めて懇親会付となりました。今年度の振り返りを各会

ただきたいと思います。長田幹事もいよいよゴルフデビュー

長が３分程度で話しました。概して、前半はコロナ禍に

してくれると思いますので乞うご期待です。

翻弄され、ほとんど活動ができなったということでした。
≪役員・リーダー期末報告≫
そんな中、国際ロータリー会長が打ち出した「ロータリー

１． クラブ管理運営

奉仕デー」を各クラブ何とかこなし、後半には延期されてい

〇クラブ奉仕リーダー 伊藤洋一郎君

た周年記念式典を静岡中央RCと日本平RCが開催しました。

上半期の報告すべき活動としては、４月のクラブフォーラム

会員増強にも苦労したクラブが多く、日本平 RC に関して

において「例会」の活動のあり方について「クラブフォーラ

は創立５０周年記念を区切りとして多くの会員が退会される

ム」の基本に立ち返って、各テーブルでの討論を行った。

そうです。反対に静岡中央 RC は JC からの卒業生を中心に

討論の結果については、長田幹事において「静岡東ロータリ

７名の増、わが静岡東 RC も実質３名の増となりました。静

ー例会のあり方について」の意見として集約して頂き、各会

岡西クラブはローターアクトを８名まで増やしたそうです。

員に配布を行った。

そして静岡南 RC は今期で５７年の歴史を閉じることにな
りました。会長幹事会で「さよならスマイル」を預かってき

〇出席リーダー 長谷川 泰君

ました。本来各クラブにお邪魔して今までのお礼をしたかっ

① 席率９０％を目指したが、コロナで休例会が多いため

会員も完全欠席が多く出て、８０％台となり、達成出来なか

で、しかも柔軟に対応してもらえるゲストを選んでいたが、

った。例会を継続することが出席率アップの条件であること

実施できたのは２枠となった。中でも 8 月の卓話を 3 月に延

が解った。

期した龍谷大学の李相哲教授のお話しが聞けなかったのは、

②欠席時の事前連絡を火曜日午後２時迄とし、慫慂した。

韓国大統領選挙の直後に組まれていたので大変残念だった。

③メイクアップの日を紹介し慫慂した。
（幹事にDV で報告）
④１００％皆出席者を表彰した。

〇ソングリーダー 新間桂子君

⑤ロータリー地区、グループ、クラブの諸行事出席を要請し

当番表の作成を行いました。50 名の皆様の協力のもと回すこ

た。
（幹事から周知）

とができました。各自様々な一言を添えて頂き、楽しくでき

⑥毎月月初の例会時に前月の出席率を報告した。
（幹事に DV

たと思います。

で報告）
〇ＳＡＡ（会場監督）リーダー 高田雅司君
〇親睦活動リーダー 山川雅久君

皆様のお蔭で会場の雰囲気づくりが出来たと思います。

コロナの影響もあり、8 月の納涼例会は中止とせざるを得ま

BGM は大村会員の選曲をお願いしました。昼食の食数の調

せんでしたが、12 月には年末夜間例会で大道芸パフォーマー

整等を事務局やホテルの担当者の協力により、なるべく無駄

を呼んで開催しました。青島会員のご協力に因る静岡東 RC

のない調整できた。

の歴史スライド、林田会員の名司会で盛り上がりました。

例会の席次については、より多くの会員同士での会話ができ

4 月には浮月楼で観桜会を開催しました。コロナ影響で高級

るように２ヵ月に一度変更いたしました。

お弁当配布の会となりましたが、戸塚会員のご協力に因り、
喜平の美味しい日本酒をお配り出来ました。

〇ロータリー財団リーダー 古橋剛俊君
地区ロータリー財団セミナー出席

〇スマイルリーダー 山川雅久君

会員へロータリーカードへの加入を依頼

スマイル目標 900 千円に対し、先週までの累計が 608 千円。

川崎会長にベネファクターになって頂き、１名以上のベネフ

但し、今年度はコロナ休会が 13 回ありましたので、開催出

ァクター輩出目標達成

来た例会の回数で目標額を割り戻すと、639 千円となります。

ポリオ撲滅資金の地区目標を特別会計から年間 30US ドル／

残りは 30 千円だ！と思った矢先、本日静岡南 RC の「さよ

人の年次寄付を行う。例会時のポリオ募金 38,500 円を寄付

ならスマイル」を頂戴し、他の会員のスマイルも併せて本日

ロータリー財団月間の 11 月に、ロータリー財団委員会委員

で目標額をクリア出来ました。6 月 30 日の最終夜間例会でも、

の曽根眞人様（富士吉田ＲＣ）による卓話開催

スマイルよろしくお願い致します。

ロータリー財団へ特別会計から年間 120US ドル／人の年次
寄付を行う。

〇プログラムリーダー 榛葉英二君
地域経済、環境、文化、歴史、健康、スポーツなど幅広い分

〇米山リーダー 神野一成君

野から卓話者を選び、会員の興味・関心に応えられる中身の

上期で 92,000 円、下期で 95,000 円、9 月に特別寄付金とし

濃いプログラムになるよう努めたかったが、21 年 8 月 20 日

て 588,000 円、合計 775,000 円を送金致しました。

から 9 月 30 日までの緊急事態宣言、21 年 1 月 17 日から 3
月21 日までの蔓延防止措置による休会で15 枠のゲスト卓話

〇クラブ会報リーダー 石田純一君

は結局 6 枠となってしまった。特に下期はコロナの影響で、

本年度は、前年度に大きく変更した「入会 5 年以内の会員が

いつ休例会となっても対応できるように静岡周辺にお住まい

持ち回りで会報当番を担当する」を踏襲し、1 名がおおむね

年 1 回～2 回担当するローテーションを組みました。これに

≪ご案内≫

より、前年度同様に会報作成の負担が一部会員に偏ることを

１． スペシャルオリンピックス日本・静岡とのチャリティー

平準化できたと思います。

ボウリング大会のご案内

なお、
会報作成作業にあたっては引き続きの簡素化を志向し、

日時：2022 年 6 月 19 日（日）18：00～協賛金贈呈式

通常例会用と夜間例会用の 2 種類のフォーマットを作って運

場所：静岡市葵区神明町 71-1 神明ボウル３Ｆ

用いたしました。スマイル報告のうち、お誕生日、結婚のお

TEL：054-271-3411

祝いはコメントを省略するなど、今後も簡素化・効率化は進
めて頂きたく存じます。また、年度の途中での転居転勤や人

※お手数ですが、参加希望される方は６月９日までに
事務局までご連絡をお願いいたします。

事異動等による会員の入退会が発生する事を踏まえ、ローテ
ーションについては半期もしくは四半期ごとで策定する事が

２．夜間例会のご案内

望ましく、リーダー自身は不測の事態への対応要員としてロ

日時：６月３０日（木）

１８：００～

ーテーションに組み込まない方がいいと思料いたします。

場所：ホテルアソシア静岡

３Ｆ「駿府Ⅱ」

≪所感≫

３．クラブ協議会のご案内

コロナの感染症の影響により、様々な団体が活動に制限があ

日時：７月２１日（木）例会前：１１：４５～

る中で、ロータリーにおいても思うような活動が出来ない中

場所：ホテルアソシア静岡

で各クラブが出来ることを着実に行動していることが分かり

クラブ協議会出席義務者

ました。

山下勝央・川﨑依子・川口尚宜・杉山輝光・青島隆晴

我々としては、
まずは例会に出席することが大事であり、
様々

大村幸代・高柳正雄・山川雅久・長田きみの・長島秀親

な情報を自ら取りに行き、参加することでこのような世の中

相原雄治・中嶋達郎・鍋田知佐人・由利浩志（敬称略）

であっても学ぶ機会があることを感じました。

※尚、欠席される方は次年度幹事までご連絡いただきま

２Ｆ「つつじ」

すよう、お願いいたします。
≪スマイル報告≫
静岡南 RC より
さよならスマイルを頂戴いたしました。
杉田至弘君
川崎年度もいよいよあと２回。
コロナ禍で色々制約がある中、
東ロータリーの為にご尽力戴いた川崎会長、長田幹事、島副
幹事に感謝してスマイルします。
山川雅久君
１年間のスマイルグループリーダーと半年間の親睦活動グル
ープリーダーを務めさせて頂きました。会員の皆様のご協力
に感謝してスマイルします。
福島清志君 （誕生日の御礼）

（会報作成 福島 清志）

