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米山委員会奨学生
楊 承娟（ヨウ ショウゲン）さん
会

長

挨

拶

会長 植松 昌美君
ゲスト紹介

昨日は母の日でした。親孝行はなされましたか。

静岡ローターアクトクラブ

今週の週末には大きなイベントが２つ行われま

会長 佐藤 祐希乃さん

す。１９日土曜日は、葵区大岩町にある臨済宗

地区幹事

冨永 里紗さん

臨済寺が特別公開されます。修行僧の専門道場

となっており、１０月１５日と年２回のみで、

授業と重ならない日には例会に参加してもらい

それ以外は非公開となっており、１９日は今川

ますので、よろしくご指導下さい。

義元公の命日にあたり公開されます。それに加
えて今年は「今川復権」をテーマに静岡市ゆか

米山奨学生 楊 承娟（ヨウ ショウゲン）さん

りの今川義元の功績を再評価し、２０１９年今

静岡県立大学国際関係学部国際関係学科の４年

川義元誕生５００年祭の主要行事として、臨済

生です。中国山西省から参りました。 日本の

寺で「今川霊廟落慶」の法要が開かれます。も

アニメが好きで日本語の勉強を始めました。私

う一つは、１９日１２：００よりイギリスで、

は心理学に興味を持っています。大学院に進学

ヘンリー王子とメーガン・マークルさんのロイ

するつもりで、臨床心理士を目指す静岡大学の

ヤルウエディングの挙式が、ウィンザー城の敷

入試にチャレンジしたいと思います。心理学の

地内の聖ジョージ礼拝堂で行われます。皇族は

研究対象は人間なので、コミュニケーションが

結婚に際しては、エリザベス女王の結婚同意書

大切だと思います。米山奨学金を受けていろい

が必要で、
それで初めて結婚が出来るわけです。

ろな人に出会うことができることを楽しみにし

ほかにも色々の制約もあると聞いております。

ています。こ

また、今回のロイヤルウエディングは女性の方

れからよろし

はもちろん、我々宝石商にしても、女王陛下が

くお願いしま

数あるロイヤルジュエリー中から、どの宝石を

す。

お付けになるかも楽しみにしております。今週
も元気でお過ごしください。
委 員 会 報 告
親睦委員会 委員長 宮崎 洋一君
春の親睦家族旅行は当初２４
名で実施予定でしたが、最終
的には１９名で京都に出かけ
てきます。参加者の皆様は５
月２０日（日）７時４０分に、静岡駅南口新幹
線改札口にご集合下さい。
米山委員会奨学生紹介
米山委員長 石井 大介君

国際奉仕委員会 委員長 谷本 宏太郎君

ロータリー米山記念奨学会が設立され５０周年

５月初めにハワイ島で噴火が

を迎えましたが、この間、静岡ロータリークラ

あったことは皆さんご存知の

ブが世話クラブとなって１８人目の奨学生とな

ことかと思います。ハワイ島

る楊承娟（ヨウ ショウゲン）さんをご紹介し

には当クラブの姉妹クラブが

ます。私がカウンセラーを務めます。来週から

ありますので、現状どうなっているのかヒロ・

ロータリークラブ問合せをしたところ、すぐに
ス

返事があり、会員３名の自宅が溶岩にのまれて

マ

イ

ル

いるとのことでした。ただ、私の早とちりで、

田島 一也君

我々の姉妹クラブはヒロ・ロータリークラブで

●●才のお誕生日祝いありがとうございます。

はなく、サウスヒロ・ロータリークラブである

引き続き、アルコールに気を付けて仕事、プラ

ことが今朝判明しました。

イベート、ロータリーに全力を尽くします。

親睦ゴルフ小委員会 委員長 平尾 清君

土井内 裕章君

植松年度の最終となる第１０

結婚記念日のお花をいただきありがとうござい

回の親睦ゴルフが６月１０日

ました。

に開催されます。これまで延
べ２００名弱の方に参加いた

平松 義康君

だきました。委員会活動としては最大の参加者

結婚記念日のお花、ありがとうございました。

を誇る小委員会となりました。最終回は参加者

●●回目の今年も、無難に迎える事が出来まし

全員に何らかの商品を提供します。皆さんの参

た。ロータリークラブの配慮に感謝です。

加をお待ちしています。
中村 亮介君
幹

事

報

告

本日、出張により例会を欠席させて頂きますが、

望月 啓行君

さる●月●●日に結婚記念日のお花をお贈り頂

⒈本日の例会後、次年度理事会が開催されます。

き誠に有難うございました。ささやかですが、

⒉次回例会（５月２１日）はゲスト卓話となり

スマイルさせて頂きます。華やかなお花で家族

ます。日刊スポーツ静岡支局長の柳田通斉

も喜び感謝しております。有難うございました。

さんから、業界紙の裏話ということでおも
しろい話が聞けると思いますので皆さんご

富田 正開君

参加下さい。

一昨日の親睦ゴルフコンペで初めて優勝するこ
とができました。一緒にプレーして頂いた中山

お め で と う
【誕生祝い】

さん、上島さん、井上さん、ありがとうござい
ました。

●月●●日 田島 一也君
石井 大介君
【結婚記念日】
●月●●日 土井内 裕章君・香緒里さん

奨学生のヨウさんよりも不安定なカウンセラー
の石井ですが、会員の皆様、ロータリーの奉仕
の精神によってヨウさん共々よろしくご指導く
ださい。

安本 吉宏君

ります。ローターアクトの例会が毎月１回開催

青少年奉仕委員長の安本です。今日はローター

されておりますので、そこに出席いただくこと

アクトの活動報告の卓話です。
スマイルします。

が一番だと考えております。次年度の委員長は
瀧上恵美子さんです。出席者が増えすぎるので

満席テーブル

はと心配しておりますが、地域の発展を担う若

米山奨学生 楊さんテーブル満席です。

者たちのために、皆様方の今後ますますのご支
援・ご協力をよろしくお願いいたします。

出

席

報

告
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

4/24

101（99）

50 名 50.00 ％

5/7

104（102）

79 名 77.45 ％

−名

−％

5/14

104（102）

75 名 73.52 ％

−名

−％

今月平均

％

12 名 62.62 ％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

静岡ローターアクトクラブ
地区幹事 冨永 里紗さん
私は大学２年生でローターアクトクラブに入
り、今年１１月で４年目になります。先程、花
村さんからご説明がありましたが、２６２０地
区には５クラブあります。前年度は親睦を主と
した活動を行ってきましたが、今年度は３クラ
ブ合同例会の開催やフィリピン支援などを行っ

青少年奉仕委員会・ローターアクト委員会アワー

てきました。こうした活動を通じ、課題が３つ

ローターアクト委員会 委員長 花村 豊充君

見えてきました。当地区は比較的年齢層が高い

ローターアクトとは、１８才から３０才までの

ため、アクト歴の長い人が所属している今年の

青年男女が集まり、奉仕プロジェクトや交流活

うちに、課題への対策を行うことにより次年度

動を行うクラブです。ロータリー奉仕の一環と

以降の地区の活動がスムーズに行えると考えま

して誕生しました。目的は次世代のリーダー

した。今年度は課題を解決することに重点を置

シップ育成です。奉仕や交流活動を通じて指

き、地区ターゲットをＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯ

導力の開発と自立精神の育成を狙っています。

Ｎ（構築）と定めました。１つ目の会員不足に

２６２０地区には甲府南、浜松、島田、静岡北、

対する対策として、ガバナー月信に定期的に活

静岡と５つのローターアクトクラブがありま

動報告を掲載しました。２つ目の過去の資料の

す。静岡ローターアクトクラブは我が静岡ロー

不足に対する対策として、行事に関する資料等

タリークラブが支援するクラブです。地区内に

を全てグーグルドライブに保存し共有、また作

は約８０のロータリークラブがありますが、そ

業の流れの手順書や各クラブ例会の報告書を作

の中でローターアクトクラブはたった５つしか

成しました。個人会員獲得へのアプローチとし

ありませんので、大切に育ててゆかねばならな

ては、会員の知人等を誘いやすい行事をクラブ

いと思っています。そのために重要なことは、

奉仕委員会、ロータリークラブでいう親睦委員

皆様にローターアクトという存在を知っていた

会、で計画しています。今年度、当地区ではこ

だき、関心を持っていただくことだと考えてお

のような課題解決に重点を置いた活動を実施し

てきました。今年１年、地区代表と共に働いた

本来の形であるクラブ毎の委員会運営を目標と

私の感想ですが、ローターアクトでもロータ

しております。たくさんの皆様に地区の活動に

リークラブでも会員増強という言葉が使われま

ご参加いただき、２６２０地区ローターアクト

すが、これは「会員を増やしてクラブを強くす

の活動をご指導いただけると幸いです。

る」と捉えがちですが、私は「強い会員を増や
す」という意味もあると考えるようになりまし

静岡ローターアクトクラブ

た。次に、地区合同例会・委員会についてご説

会長 佐藤 祐希乃さん

明させていただきます。活動を振り返ってみる

１７／１８年度のローターアクト地区活動報告

と、通常例会でアクトソングを歌っていなかっ

をさせていただきます。毎年９月１０日がアク

たり、メインとなる内容のない報告だけの例会

トの日に設定され、最も近い日曜日に奉仕活動

があったりと、どこのクラブもアクトの例会と

を行いますが、９月９日に安部川河川敷で清掃

して必要な要素を満たせていませんでした。ま

活動を行いました。次に他地区ローターアクト

た、アクトの例会にロータリアンが出席しない、

との合同事業についてです。静岡県には米山梅

地区との交流もなければクラブ間のメイクアッ

吉記念館があることから、今年度、２つの地区

プの機会がなく、自分たちの例会がおかしいと

から静岡県で国内研修を実施したいとの要望が

気付かず、指摘する人が居ませんでした。因み

ありました。１０月２９日にはインターアクト

に静岡ローターアクトクラブの例会には必ず

指導者講習会が開催され、ローターアクトから

ロータリアンの方に出席いただいており、その

は地区代表、地区幹事が出席しました。地区代

中でもローターアクト委員長の花村さんの例会

表からインターアクトメンバーに向けて、ロー

出席は昨年度、今年度とも皆勤です。２６２０

ターアクトの魅力についてプレゼンを行いまし

地区に転機が訪れたのは昨年度（１６／１７年

た。ロータリー地区大会にも参加しました。３

度）でした。島田ローターアクトクラブに東京

地区合同の海外研修として、今年２月１６日か

銀座ローターアクトクラブから移籍してきた１

ら２月１８日に２５８０地区、２７６０地区と

人のアクターが、２６２０地区の現状に驚き改

合同でフィリピンのマニラ、ケソンシティを訪

革を始めました。昨年度より、移籍してきたア

問し、昨年度に開始した公立高校の学用品支援

クターを実行委員長として、地区内の例会レベ

や現地のロータリアン、ローターアクトとの交

ルの底上げと認識を統一するための合同例会

流を行いました。３月１７日には第３０回全国

を、個々の運営力向上と地区内交流活性化のた

ローターアクト研修会に参加しました。これは

めの活動としました。第１回の静岡ローターア

日本全国のローターアクターが一同に会する貴

クトクラブの合同例会には経営者の方に卓話を

重な場です。３月３１日には島田ローターアク

お願いし、以降も外部の方に卓話をお願いして

トクラブがホストとなり、当地区第４４会地区

います。委員会としては、国際奉仕委員会、専

年次大会が、
「創造」をテーマに開催されました。

門知識開発委員会、社会奉仕委員会、クラブ奉

６月９日・１０日に関東ブロック研修会、６月

仕委員会などが活動を行っております。将来は

２３日に当地区ローターアクト地区協議会が予

定されています。続いて静岡ローターアクトク
ラブの活動報告をします。当クラブの会員数は
現在８名で次年度は６名の予定です。今年度
は「革新」をクラブターゲットとし、新しい風
を吹かせる人材募集や新たな奉仕事業の開発に
取組みクラブの発展に努めた結果、今年度３名
の新会員が入会しました。通常例会ではメイン
プログラムとして会員卓話を行っております。
各々が自身の職業や大学での研究内容などを
テーマとしています。昨年度移動例会として富
士登山例会を地区行事として実施、今年度はク
ラブ事業として実施しました。静岡ロータリー
クラブの皆様との活動としては、毎年、静大付
属特別支援学校ＰＴＡ秋祭りのお手伝いをさせ
ていただいております。年末の家族クリスマス
会にも参加させていただき、楽しい時間を過ご
すことができました。次年度は静岡ローターア
クトクラブが創立４５周年を迎えるため今まで
以上にご迷惑をおかけするかもしれませんが、
しっかりと活動報告を行い、ご支援・ご協力を
いただけるよう努めてまいりますので、これか
らもどうぞよろしくお願いします。

社会奉仕基金ＢＯＸ
１５，
４００円

