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望月 義弘君

後から幹事からお話がありますけれども、台
湾の義援金のボックスを回したいと思います
のでご協力のほどよろしくお願いします。義
援金といえば、昨日テレビを見ておりました

ビジター紹介
静岡東ロータリークラブ 伊藤 洋一郎さん

ら俳優の阿部寛さんが、台湾の駐日大使に
１０００万円の義援金を渡されたというのが
ニュースに出ておりまして「ありがとうロー
マ人」と言われておりましたので、ご紹介を

させていただきたいと思います。月初めでご

と聞いております。

ざいますので誕生石の話をさせていただきま

また、内示を受けら

す。３月の誕生石はアクアマリンと珊瑚とい

れた方も聞いており

われております。石言葉は「勇敢・沈着・聡

ますので後日、発表

明」
。アクアはラテン語で「海水」という意味

があると思います。

を持っており、透き通った青い色が海や水を

今週もお元気でお過

思い浮かばせます。アクアマリンはギリシャ

ごしください。

神話の中では「海が荒れたときに海の宝物が
委 員 会 報 告

浜辺に打ち上げられた石」といわれておりま
す。もう一つは「コーラル」
。日本では珊瑚と

新会員親睦委員会委員長 堀池 彰君

言われております。珊瑚は日本では古来から

第２回の新会員親睦委員会の

愛用されておりまして生命力を高めるといわ

ご案内です。３月２６日月曜

れているので、魔よけ、旅のお守りとして用

日１８時から浮月楼のライフ

いられておりました。インバウンドの関係で

タイムで開催をさせていただ

申しますと中国の方はヒスイとコーラルが好

きます。当日はアサヒビール静岡支店様にご

きでございまして、特に玉、丸くなっている

協力を頂きまして本社より洋酒アンバサダー

ものは大変力をもらえるということで人気が

の方に来ていただき、ご講演頂くことになっ

でており、
「レッドコーラル」という真っ赤な

ております。試飲タイムも久保田豊バンドの

真紅の玉はなかなか取れないので東京などで

演奏もございますのでみなさん奮ってご参加

も高値で取引されていると聞いております。

ください。

３月に奥様がお誕生日の方、コーラルとアク
アマリンはいかがでしょうか？さて、３月１

クラブ奉仕委員会 坂上 康君

日は職業奉仕委員会の稲葉委員長が大変良い

ＤＭ会を３月１４日水曜日

企画をしていただきありがとうございました。

１８時３０分より寿司幸実宇

約５０名弱の方が職場体験をさせていただき

栄で開催させていただきます。

まして、ＮＨＫの伊藤局長のご厚意により「新

ＤＭ会もメイクアップ対象事

ＮＨＫ静岡放送局」を職場見学させていただ

業で、夜間例会のない月に開催しており、次回

くことができました。ほぼ作業中というなか

は４月１８日水曜日の予定です。出席率向上の

で１階から全ていろいろ見せていただきまし

ためご参加をよろしくお願いいたします。

た。大変ありがとうございました。また、稲
葉委員長に代わり御礼申し上げます。そのあ

幹事報告 望月 啓行君

との懇親会も和気あいあいできたということ

先ほど会長からもありましたとおり、台湾の

もご報告させていただきます。３月は卒業・

東部地震の義援金です。東日本大震災の際に

入学そして人事異動・転勤のシーズンになっ

も台湾の方々からいち早く支援を頂いており

ております。一緒に活動させていただいてお

ましたので、我々ロータリーとしても支援を

りました静岡ロータリアンも何名か異動する

していきたいと思いますので是非ご協力よろ

しくお願いいたします。続きまして ポール

なってしまいました。Ｗで頂きました。

ハリス・フェロー の証明書が５名の方に来

望月 義弘君

ております。ポールハリス・フェローはロー

去る●月●●日結婚記念日のお祝いを頂きま

タリー財団累計で１０００ドル以上寄付され

した。

た方に渡されるものです。本日証書を頂いて

水上 房吉君

おりますのでお渡ししたいと思います。水上

結婚祝いにきれいなお花をありがとうござい

房吉君、川島秀樹君、河野誠君、平松義弘君、

ます。この記念日だけは●●●のゾロメなの

川﨑裕司君 皆様、多くの寄付をありがとう

で忘れません。焼肉とケーキで祝いました。

ございます。これからもよろしくお願いいた

岩崎 茂夫君

します。次回の例会のご案内です。２月は例

結婚記念日に綺麗なお花を頂き、有難うござ

会が少なかったのですが、来週は予定通り通

います。●●回目の結婚記念日です。

常例会となります。ゲスト卓話はウエザーマッ

大橋 成基君

プの気象予報士の手塚悠介様による「知って

誕生日のお祝いを頂きありがとうございまし

そうで知らない？！静岡限定お天気ばなし」
。

た。

また、楽しい卓話が聞けるのではないかと思

山田 和芳君

いますのでみなさんご出席のほうをよろしく

結婚記念日のすてきなお花を頂きありがとう

お願いいたします。

ございました。日にちを忘れないように決め
た桃の節句の日、１８回目の今回は一番喜ん

お め で と う
【誕生日祝い】

でくれました。これも静岡ロータリークラブ
のおかげです。

●月●●日 山口 良昌君

伊藤 彰一郎君

●月●●日 伊藤 彰一郎君

誕生日のお祝いありがとうございます。いよ
いよ還暦を迎えますが、人生というトラック

【結婚記念日】

の第４コーナーを回って息切れしないように

●月●●日 岩崎 茂夫君・さゆみさん

頑張ります。

●月●●日 山口 良昌君・紀子さん

伊藤 浩君

●月●●日 水上 房吉君・容子さん

先日は、多くの方々に新しい放送会館にお越し

●月●●日 大石 剛君・香子さん

いただきありがとうございました。素敵な置時

●月●●日 富田 正開君・由里子さん

計はさっそく私の部屋に置かせていただきまし

●月●●日 山田 和芳君・みどりさん

た。今後とも静岡の皆様のためにがんばってま
いります。よろしくお願いいたします。

ス

マ

イ

ル

稲葉 豊君

山口 良昌君

３月１日に職場見学会をＮＨＫ静岡放送局の

結婚記念日にきれいなお花をありがとうござ

伊藤浩さんのご案内で３６名の参加で行いま

います。数えれば●●回目となります。誕生

した。最新のスタジオ設備を開局前に御説明

日のお祝いありがとうございます。●●歳に

いただきありがとうございました。その後の

中華料理の懇親会も盛り上がりました。
出

北澤 晴樹君
昨日の静岡マラソンは天候に恵まれ富士山も
姿を見せてくれました。海外からのランナー
５００人を含む１万４０００人が早春の駿河
路を楽しみました。ご協力ありがとうござい
ました。
横山 泰久君

月日

席

報
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メイク
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会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

2/5

107（105）

71 名 67.61 ％

6 名 73.33 ％

2/23

107（105）

53 名 50.47 ％

−名

−％

3/5

107（105）

69 名 65.71 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

ＳＢＳラジオに出演させていただきました。
早口で滑舌も悪いくせに趣味の話となると熱

地区研修アワー

く語ってしまい、家族からは大ひんしゅくで
した。

河野 誠君

平尾 清君

今年度、地区に出向しておられる皆さんをご

２月１０日開催の親睦ゴルフ大会で、はから

紹介します。地区諮問委員会委員 青島廣幸

ずも優勝してしまいました。参加者の皆さん、

パストガバナー（本日欠席） 地区諮問委員会

難コースに苦労されてベスグロが９０という

委員 牧田静二パストガバナー 地区諮問委

中、ギリギリ優勝できました。ありがとうご

員会委員、地区戦略委員会委員、地区研修委

ざいました。

員会委員、１００周年ビジョン策定特別委員

花野 博昭君

会委員 志田洪顯パストガバナー 米山記念

２月１０日開催の第６回ゴルフコンペで準優

奨学委員会委員長、学友委員会委員、地区危

勝させていただきましたのでスマイルいたし

機管理委員会委員 寺戸常剛君 青少年奉仕

ます。３月１０日の優勝を目指し、有終の美

委員会委員長 谷本宏太郎君 ロータリー財

を飾りたいと思います。

団委員会副委員長、青少年交換学友小委員会

鈴木 礁君

委員 望月啓行君 次年度、地区に出向され

７クラブ合同会議、急遽出席不能になりまし

る予定の皆様をご紹介します。 地区諮問委

た。スマイルします。

員会委員 青島廣幸パストガバナー 地区諮

水上 房吉君

問委員会委員 牧田静二パストガバナー 地

ポールハリスフェロー、これからも参加させ

区諮問委員会委員、地区戦略委員会委員、地

ていただきます。

区研修委員会委員、１００周年ビジョン策定

満席スマイル（２卓）

特別委員会委員 志田洪顯パストガバナー

１２番テーブル、５番伊藤さんテーブル

新たな区分けによる地区静岡第３グループ
栄えある初代ガバナー補佐 淺原諒蔵君
米山記念奨学委員会委員 寺戸常剛君 イン
ターアクト小委員会委員長 谷本宏太郎君
ローターアクト小委員会委員 花村豊充君
国際大会推進委員会委員 杉浦孝典君 ロー

タリー財団監査委員会委員

杉本忠重君

クラブの目的をクラブ研修リーダー委員会で

ロータリー財団委員会副委員長 望月啓行君

議論して、決定は３代くらいの会長が決める

以上の皆さんです。次年度の地区出向予定

ようなことを先鞭をつけて進めているが、全

者の皆さんから、地区事業に関するお話しと

国の中でも明確な方針を立てたクラブは少な

ご挨拶を頂きます。

いと考えています。ＲＩの考えとして柔軟性

「地区の現状とロータリーの今後」志田 洪顯君

を持たない限りロータリーは死滅すると考え

私の今日の話は、静岡ロータ

ています。名士がお昼ご飯を食べに行くとこ

リークラブが如何に地区に貢

ろという評価を替えないといけません。また、

献しているかということ、そ

アジア全般にある話だが職業奉仕という考え

して、地区はどのようなとこ

方が外部の人達からはロータリーは金儲けに

ろなのか、それから全国のロータリーがどの

行くところと解釈されてしまい、奉仕をしに

ように考えているかということを申し上げた

行くところということがまったく理解されな

い。静岡ロータリークラブは２６２０地区で

いという状況も変えていかないといけません。

一番古いロータリークラブであり、人数も大

ロータリーの理念は奉仕をすること、超我の

変多いということであらゆる事業において昔

奉仕であることが別のことになってはいない

からリーダーシップを握ってきており、どう

かということを確認しつつ、柔軟性や変化を

しても何かをやろうとすると静岡ロータリー

起こすために出席規定や会員はみんな平等と

の人に一人入ってもらわないと都合が悪いと

いうこともクラブに独自に替えてよいという

いうことになっております。地区というのは、

ことになっています。これが規定審議会でき

大きい組織だとお考えでしょうが、地区は事

めたクラブの柔軟性ということです。おかし

業をしない、クラブの活動に奉仕する・サポー

な活動をするところも出てきますが、ロータ

トするのが地区の重要なことであるというこ

リーでは実務でいろいろな矛盾を解決してき

とになっています。地区に出向される方もク

たメンバーが活動しているので矯正していき

ラブがやることをサポートする役割に徹して

変化していき問題点を克服していくというの

いただきたいと思います。また、地区では長

がＲ I の望んでいる方針です。多くの研究会

期計画である戦略計画をもっと前面に出そう

や全国の地区大会ではガバナーの話すのは、

としています。いままでは、ガバナーが変わっ

もっと柔軟にやろうとか変化しようというお

たらすべてが変わりましたが、少なくともガ

話ばかりで、その波が地区やクラブにやって

バナー、直前ガバナー、エレクトの３名、そ

きているのです。

れにノミニーやデジグネートも入れて５人く

次年度 静岡第３グループガバナー補佐

らいで長期計画である地区の戦略計画を決め

淺原 諒蔵君

ていくことが主流になっています。クラブも

７月から２６２０地区は大き

戦略計画を作り、人数規模や特徴等クラブの

く変わっていきます。いまま

向かう方向を決め、毎年検証することが推奨

では、藤枝、島田、焼津の仲

されています。静岡ロータリークラブでは、

間と第５分区として楽しく

地区の中では先んじて細則改定も成し遂げ、

やってきましたが、これからは清水の５クラ

ブと静岡の７クラブで新しく第３グループと

インターアクト小委員会委員長

なり、その初代ガバナー補佐に任命されます。

谷本 宏太郎君

大変名誉なことではございますが、最初とい

次年度は吉田校長先生がい

うことは全てが新しくなるということで結構

らっしゃる静岡英和学園にイ

大変なことでございます。新しくチームを立

ンターアクトクラブを立ち上

ち上げていくということで１２クラブの言う

げたいという目標も地区とし

場を図っていくというのが私の役目かと思っ

て支援したいと考えています。うちのクラブ

ています。静岡ロータリークラブがＩＭを主

は静岡高校を持っており、秋には特別支援学

催するということでもあります。来年の２月

校の秋祭りをインターアクト・ローターアク

１７日にブケトーカイで開催いたしますので

ト合同で支援させていただいております。今、

皆様にはホストクラブの一員としてご協力を

地区内には１８校のインターアクトクラブが

お願いしたいと思います。

ありますが、最近は少子化で学校統廃合も起

米山記念奨学委員会委員 寺戸 常剛君

こっており急速に減ってきております。その

米山奨学委員会の概要を報

なかでうちのクラブは二つ目のインターアク

告 さ せ て い た だ き ま す。 静

トクラブをもてるということは非常に喜ばし

岡ロータリークラブは、米山

いことだと考えております。

と は か な り 縁 が 深 く、 こ こ

ローターアクト小委員会委員 花村 豊充君

５年の間に３人の委員長をだしています。予

一生懸命頑張らせていただき

算規模も大きく、事業も月一回ペースで毎

ますのでご支援をよろしくお

月あります。寄付は地区からの要望は一人

願いいたします。

１万６０００円となっておりますので、普通
寄付・特別寄付とありますので是非よろし

ロータリー財団委員会副委員長 望月 啓行君

くお願いしたいと思います。今年は奨学生を

やる事業は非常に多くあり、

２５名受け入れます。平均的には２６２０地

今度時間を頂き御説明をさせ

区では２０名程度だが、財団と同じで３年前

ていただきたいと思っていま

の寄付が多かったことから５名増えています。

す。一年間頑張ります。地区

静岡ロータリーでは過去５０年の間に１７名

の委員会はクラブと違った面白さもあります

の世話クラブとカウンセラーを出していると

ので皆さん積極的なご参加をいただければと

いう実績もあります。７月からは静岡ロータ

思います。

リークラブで世話クラブを受け入れていただ

今後、クラブ全体で地区事業を進めていただ

けると確約いただいておりますので奨学生と

ける皆さんを応援したいと思います。みなさ

仲良くしていただきたいと思います。

ん、ありがとうございました。
ロータリー財団ＢＯＸ
２万１５５０円

