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会長 植松 昌美君
月初めは、これから。身に着けると幸運を呼び
込むと言われている誕生石。５月はエメラルド
とヒスイ。エメラルドの石言葉は「幸福・幸運」
。

ビジター紹介
浜松ロータリークラブ 海野 育男さん

ひすいは「長寿・福徳」
。エメラルドは「宝石
の女王」とも言われ 緑の石 を意味するサン
スクリット語に由来します。かのクレオパトラ
も愛し、直感力や精神性を高め、私たちの行動
を喜びや成功に導くと言われています。ひすい

は「東洋の宝石」と呼ばれ、
漢字のつけ方で「翡
翠」は「翡」はカワセミのオス、
「翠」はメス
と言う意味で、カワセミの美しい緑色の羽に色
彩が似ていることからこの漢字が充てられまし

松林 俊明さん
（まつばやし としあき）

た。つまり、
ヒスイとカワセミは同じ漢字です。
物事を正確にすばやく判断出来る作用があると

●●●●●●●●●●●●●●●●●

言われ、思考を刺激する「哲学の石」と呼ばれ

●●●●●●●●●●●●●

たりします。中国では他の宝石よりも価値が高

●●●●●●●●●●●●●

く《玉》として珍重されております。カワセミ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

は静岡市の鳥でもあります。今日は新しい仲間

●●●●●●●●●●●●●

がたくさん来てくれました。今週も元気でお過

●●●●●●●●●●●●●

ごしください。５月９日（水）から伊勢丹で写

●●●●●●●●●●●●●

真展オードリー・ヘプバーンが開催されます。

●●●●●●●●●●●●●

主催は第一ＴＶ（桜田社長）と静岡伊勢丹です。

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●

竹内 淳さん
（たけうち あつし）

●●●●●●●●●●●●●●●●●
新 会 員 紹 介

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

中園 圭一さん
（なかぞの けいいち）

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

杉山 浩也さん
（すぎやま ひろや）

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 坂本

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 久保田 隆君・智子さん

●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 安本 吉宏君・伸子さん

●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 吉田 幸一君・裕子さん

●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 杉本 忠重君・育代さん

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 粉川 翔太郎君・美希さん

委 員 会 報 告
親睦ゴルフ小委員会 平尾 清君

ス

渡君・規子さん

マ

イ

ル

平尾 清君

５月１２日（土）葛城ゴルフ

静岡に戻って７年経過し、年齢も●●歳になり

倶楽部山名コースで今年度第

ました。これからもよろしくお願いします。

９回目のコンペを開催します。

寺戸 常剛君

参加者枠に３−４名の余裕が

結婚記念日の素晴らしいお花ありがとうござい

あります。木曜日までエントリーを受付ますの

ます。

で、希望の方は申し出下さい。本日入会の中園

井出 俊一郎君

さん、是非、ご参加ください。

結婚記念日のお花ありがとうございました。Ｇ
Ｗ期間中、我が家に彩りを与えてくれました。

幹事報告 望月 啓行君

実は当日、私はうっかり忘れていたのですが、

式次第の新入会員「杉山さん」の所属会社名の

お花が届いたおかげで少したすかりました。

表記に誤りがありました。お詫びし、スマイル

三浦 孝文君

します。来週は、ローターアクト担当例会です。

結婚記念日のお花をありがとうございました。

事務局富永さんの力作プレゼンテーションがあ

初夏らしいナイスなアレンジメントで、家内も

りますので、ご期待ください。例会後、理事会

大満足！家庭内融和に貢献度の高いＲＣに感謝

を開催しますので、関係者はご参集ください。

しております。
坂本 渡君

お め で と う
【結婚記念日】

●●回目の結婚記念日のお花をいただき、あり
がとうございました。

●月●●日 山﨑 純男君・千歳さん

久保田 隆君

●月●●日 荻野

結婚記念日のお花、ありがとうございました。

淳君・奈央子さん

●月●●日 寺戸 常剛君・美津子さん

安本 吉宏君

●月●●日 井出 俊一郎君・直子さん

５月５日子供の日、美しいお花が届きました。

●月●●日 中村 亮介君・純子さん

毎年ありがとうございます。

●月●●日 松林 俊明君・寿満子さん

吉田 幸一君

●月●●日 新庄 剛和君・静代さん

ロータリークラブに入って妻が一番喜んでくれ

●月●●日 三浦 孝文君・千秋さん

ているのが、結婚祝いの花束です。が、今回は

●月●●日 河村 卓利君・美也子さん

なぜか届きませんでした。妻へのおもいやりが

足りなかったと反省しています。お祝い花が届

活躍された方です。また、富士通の中園さんを

けられるのを楽しみにしています。

紹介します。

杉本 忠重君

伴野 隆一郎君

結婚記念日のきれいなお花、ありがとうござい

日銀の竹内支店長並びにＡＮＡの杉山支店長の

ました。来年は銀婚式、準備しないと…

入会をご紹介させて頂きます。

粉川 翔太郎君

牧田 静二君・久保田 隆君

結婚記念日を無事、本日●月●日に迎えること

本日入会の松林さんをご紹介いたします。何卒

が出来ました。●年が経ちましたが、来年、再

よろしくお願いします。

来年と年数を増やせていければと思います。記

伊藤 浩君

念のお花は、まだ受取れていませんが楽しみに

放送会館移転記念の一環で、今週末と来週末の

しております。

「ブラタモリ」で世界ジオパークに認定された

中園 圭一君

伊豆を二週連続の特集版で取り上げさせていた

伝統と格式のある静岡ロータリークラブに入会

だくことになりました。よろしかったらご覧く

できて光栄です。よろしくお願いします。

ださい。

松林 俊明君

上島 充君

本日、
入会させて頂きました松林でございます。

５月３・４日に行われました第１９回シズオカ・

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

サンバカーニバルが無事開催されました。当社

竹内 淳君

（アサヒビール静岡支社）が特別協賛しており

本日入会する竹内です。伝統と格式のある静岡

ます。前日から当日朝までの荒天で開催が心配

ＲＣに参加出来ることを大変光栄に思います。

されましたが、開始のころはサンバ日和になり、

皆様宜しくお願いします。

大いに盛り上がりました。関係各位の皆様に感

杉山 浩也君

謝申し上げます。

本日より入会させていただきました杉山と申し

谷本 宏太郎君

ます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げま

事務所の玄関に燕が巣を作りました。

す。

３番・６番・８番テーブル 満席スマイルです

加藤 誠君・志田 洪顯君

近藤 哲也君

富士通㈱静岡支社長中園恵一さんがロータリー

数々の失態申し訳ありません。

に入会いたしました。皆さん、よろしくお願い

鈴木 礁君

致します。

漢字を読み間違いしました。

加藤 誠君

望月 啓行君

私の後任として、せいしん信用金庫常務理事松

本日例会の式次第において全日本空輸株式会社

林俊明君がロータリーに入会させていただきま

様を全日空空輸株式会社様と表記してしまいま

した。よろしくご指導願います。私は、今暫く

した。申し訳ありません！

会員増強委員長として頑張ってまいります。
志田 洪顯君
日銀、竹内氏を紹介いたします。甲府ＲＣでご

岡県の人口流出問題の解決、若者の地元定着、
出

席

報

告

静岡県内企業への就職促進、地元企業の魅力伝
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

4/16

101
（99）

72 名 72.72 ％

6 名 78.78 ％

4/24

101（99）

51 名 51.51 ％

−名

−％

5/7

104（102）

75 名 73.52 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

達等です。注目されていることが分かる例とし
て、調印式等が報道機関に注目された事です。
昨年の実績から一部を変更しています。昨年は、
学生にやらされ感がみられた為、その点を改善
しています。１点目は、企業と学生のマッチン
グ方法の変更です。昨年は教員がマッチングを
しましたが、今年は受入企業を公開し、学生に
選択させる方法に変えました。２点目は必修科

静岡大学連携講座委員会アワー
静岡大学連携講座特別委員会

目から選択科目への変更です。８０％の学生が
必修を選択しました。そして、講義内容を企業

委員長 浅野 秀浩君

と大学で調整し、委員会メンバーと受入会員企

静岡大学教育連携講座という

業が連絡を密にするようにしました。実習は、

ことで、２０１３年から５年

チャレンジ・コミュニケーション・リーダーシッ

間実施してきました。これで

プ・チームワーク等です。事前調査・実習・調

終了予定でしたが、静岡大学からの要請及び植

整を学生自らが実施し、受入企業の指導を受け

松会長の強い思い入れから、改めて静岡大学職

るという内容になります。実習成果はポスター

場実習講座として始まりました。教育連携講座

セッションという形で発表してもらい評価を受

は、人文社会科学部の学生２８０名を対象とし

けます。上位４名の実習成果報告会を１１月７

て、国立大学では初めて単位が付与される講義

日の夜間例会で実施します。

でした。毎回９０分の講義を１５回開催し、講
ロータリー財団ＢＯＸ

義内容としては、会員企業の日常業務・会員企
業の歴史・市場環境の変化への対応、就活を控

２３，
６５０円

えた学生への企業側の生の声を伝えるという内
米山委員会奨学生

容でもありました。
この講義で大変だったのは、
準備ではなく、受講生から提出されるレポート

紹介

米山委員長 石井 大介君

の採点（毎回５００頁）だったと聞いています。

（姓）

（名）
承娟

講座を全国に広めるために志田パストガバナー

漢字

楊

が色々な場所で紹介して頂き、２０１６年４月

英語

Ｙａｎｇ Ｃｈｅｎｇｊｕａｎ

から青森大学⇔青森モーニングロータリークラ

カタカナ ヨウ

ブ、松本大学⇔松本ロータリークラブで始まっ

○中華人民共和国 山西省出身

ています。これで終わってはいけないという事

○静岡県立大学国際関係学部４年生

で、静岡経済同友会がその後を引き継いでくれ

○期間 ２０１８年４月〜２０１９年３月

ています。座学から実習に変わり、静岡大学職

○出席 例会（月初に奨学金支給） 諸行事

場実習講座として始まっています。目的は、静

ショウゲン

世話クラブ

静岡ＲＣ

カウンセラー 石井 大介

⑦入会者・退会者の件
会員増強副委員長
ＳＭＢＣ日興証券株式会社の静岡支店長小山信

第１1 回 定例理事会議事録
１．協議・審議事項
①５月２８日 夜間例会 次年度アワーについて
次年度会長
当日は佐藤次年度会長から次年度の方針について
説明があり、その後は懇親会となる旨説明があっ
た。
（承認）
②６月４日 財団委員会担当例会について
幹 事
望月地区財団副委員長から財団の補助金について
説明をした後（５分程度）
、財団の奨学生として
留学をした静岡英和学院大学の谷口ジョイ准教授
に話をしてもらう予定である旨説明があった。
（承
認）
③６月１１日 国際奉仕委員会担当例会について
国際奉仕委員長
谷本委員長から姉妹ロータリークラブ（ヒロＲＣ、
オマハＲＣ）とローターアクト・インターアクト
について、塩原委員から国際大会について、杉本
委員から青少年交換事業について、それぞれ話を
する予定である旨説明があった（各１０分）
。
（承
認）
④６月２５日 最終例会 クラブアッセンブリーに
ついて 幹 事
例会の中でクラブアッセンブリーを行う体裁で、
各委員長に１分ずつ本年度の事業について発表を
してもらう予定である旨説明があった。
（承認）
⑤卓話のスケジュールについて プログラム委員長

（こやま まこと）さんから入会願が出されてい
る旨説明があった。
（承認）
２．連絡事項
①米山奨学生の例会出席について
米山委員長
米山奨学生の楊承娟（ヨウ ショウゲン）さんが、
５月１４日の例会から、毎月少なくとも第一例会
に出席する予定である旨説明があった。
②インターアクトクラブの新設について
青少年委員長
７月１８日に静岡英和女学院で説明会を開催し、
山梨英和女学院のインターアクトクラブの説明の
ほか、久保田隆直前会長の講演と、安本委員長か
らインターアクトに関連する行事の説明をする予
定である旨説明があった。
３．今後の日程
幹 事
５月１４日㈪

当例会）
５月２１日㈪ 通常例会
５月２３日㈬ 第５分区第４回会長幹事会
５月２８日㈪

予定している旨説明があった。
（承認）
⑥５月〜６月のメークアップ対象事業について
幹 事
既に理事会で承認済みの事業のほか、新たな対象
事業はなし。

夜間例会（クラブフォーラム
次年度委員会例会）

６月 ４ 日㈪

通常例会 財団委員会担当例会

６月１１日㈪

通常例会 国際奉仕委員会担当
例会

６月１８日㈪ 通常例会
６月２４日〜２７日
国際ロータリー 世界大会

別紙卓話者一覧表のとおり、本年度最後のゲスト
卓話者として、主婦タレントの久保ひとみさんを

通常例会（青少年奉仕委員会担

トロント
６月２５日㈪

夜間例会（本年度最終例会 最
終クラブアッセンブリー）

