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第3481回例会

最 終クラブ アッセンブリー

ロータリーソング
ソングリーダー
望月 義弘君

会

長

挨

拶

会長 植松 昌美君
４年に１度のワールドカップロシア大会の１
次リーグで、Ｈ組の日本がセネガルと対戦し
２−２で勝ち点１を取った記念すべき日と同

ゲスト紹介

じ日に、少し寝不足の記憶に残る最終例会と

静岡ロータリークラブ植松会長奥様

なりました。１年間ありがとうございました。

植松 和子さん

つたない会長の下、例会に、ＩＭに、地区大

米山委員会奨学生

会に参加して頂きありがとうございました。

楊 承娟（ヨウ ショウゲン）さん

メークアップの機会を増やしましたが、檀上

から見ると、逆に出席が増えているように見
えると、望月幹事と話していました。ロータ
片山 義生さん
（かたやま よしお）

リーの輪が拡がっ
たように思えます。
これで会長卓話も
最後で、魔の日曜

●●●●●●●●●●●●●●●●●

日の夜から解放さ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

れます。１年間あ

●●●●●●●●●●●●●●

りがとうございま

●●●●●●●●●●●●●

した。

●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
退 会 の 挨 拶

㈱ＮＴＴドコモ静岡支店長 安藤 禎宣君

●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●

７月から東京勤務となりま
次年度幹事報告

す。約２年間、いろいろお世
話になりありがとうございま

河野 誠君

した。静岡大学連携講座では

来週７月２日から佐藤年度が始まります。会

当社でも大変勉強になりました。

長の所信表明、各委員会委員長からの説明が
ありますので、既に配布済みのクラブ事業計

新 会 員 紹 介

画をご持参下さい。
お め で と う

飯村 正紀さん
（いいむら まさのり）

【誕生日祝い】
●月●●日 北澤 晴樹君
●月●●日 鈴木 礁君

●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 望月 啓行君

●●●●●●●●●●●●●●●●●

●月●●日 中村 亮介君

●●●●●●●●●●
ス

●●●●●●●●●●●●●

マ

イ

ル

●●●●●●●●●●●●●

飯村 正紀君

●●●●●●●●●●●●●

本日入会させていただきました。静岡ロータ

●●●●●●●●●●●●●●●●●

リー事業に積極的に参加させていただきます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●

どうぞ宜しくお願いいたします。

淺原 諒蔵君、稲葉 豊君

よろしくお願いいたします。

新会員の飯村正紀様を紹介いたします。今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

満席テーブル
岩崎さんテーブル、瀧上さんテーブル

片山 義生君
出

新入会員です。これからよろしくお願いします。
安藤 禎宣君
新しい仲間、片山義生さんを無事推薦するこ
とができました。合わせて、私は６月末をもっ
て退会することになりました。感謝をこめて
スマイルします。ありがとうございました。

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

6/11

106（104）

76 名 73.07 ％

5 名 77.88 ％

6/18

106（104）

71 名 68.26 ％

−名

−％

6/25

107（105）

77 名 73.33 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

北澤 晴樹君
本日●●台最後の誕生日を迎えました。淋し
い気もしますが、スマイルします。

第 4 回 ( 最終 ) クラブアッセンブリー
○幹事挨拶 望月 啓行君
本年度の運営に多大なるご協力をいただいた

望月 啓行君

アッセンブリーメンバーに、今年を振り返って

いよいよ●●才になってしまいました。これ

一言ずつお願いします。

からもご指導よろしくお願いします。
○副幹事 近藤 哲也君
鈴木 礁君

例会４１回中２回欠席し３９回で司会を務め

まだまだ小僧の●●才です。有難うございま

ました。名前を間違える等、お聞き苦しい司

す。スイスに行ってきました。バーゼルから

会で失礼しました。次年度は幹事を務めます

時計回りで電車の旅をしてきました。ＡＮＡ

のでよろしくお願いします。

静岡支店様にはお世話になりました。滑舌の
悪いスマイル発表、１年間ご協力有難うござ

○副幹事 河野 誠君

いました。

今年度、近藤先輩と共に副幹事を務めました。
来年度も近藤先輩と共に幹事を務めますので

静岡ＲＣ事務局 冨永 里紗さん

よろしくお願いします。

初めてスマイルします。１年間、事務局員と
して大変お世話になりました。また、ローター

○スマイル 鈴木 礁君

アクトとしても様々な機会をいただくことが

滑舌の悪い中、楽しい話を聞かせていただき

でき、感謝しております。来月からもどうぞ

集金ができましたこと、ありがとうございま

した。来年もスマイルよろしくお願いします。

○雑誌委員会委員長 山﨑 純男君
雑誌委員会では年会誌を作るための原稿提出

○会計幹事 山田 知広君

をお願いしています。対象は各委員会委員長、

会計を職業としておりますが、皆様の財布を

今年度の新入会員ですが、それ以外に旅行記、

預かることに緊張したものの、皆様および事

お祝いごと等、是非とも載せたいとのご希望

務局の冨永さんのご協力により何とかやるこ

があれば投稿して下さい。

とができました。
○ＩＴ委員会委員長 安藤 禎宣君
○会場監督 坂上 康君

当委員会では会報をＦａｃｅｂｏｏｋ上に

始めてみたら大変重みのある仕事だというこ

アップすることを行ってきました。これによ

とが分りました。仕事は例会を楽しくするこ

り、外部からも静岡ＲＣの活動が分るように

と、例会の威厳を保つことだと考え１年間務

なりました。

めてきました。
○クラブ研修リーダー委員会委員長
○クラブ奉仕委員会委員長（次期会長）

荻原 英生君

佐藤 長巳君

リーダー委員会は影の理事会と言われ、そこ

クラブ奉仕委員会の仕事は、夜間例会のない

で議論された後、理事会で正式に決定されま

月に集まる機会を設けることですが、私が心

す。委員は８名ですが、理事構成メンバーを

がけたのは、貸切り・椅子席・会費６，
０００

含めると約２５名で今年は９回開催させてい

円で、１年間楽しいＤＭ会を開催することが

ただきました。

できました。
○会員選考（職業分類）委員会委員長
○プログラム委員会委員長 桜田 和之君

淺原 諒蔵君

例会の中で卓話が始まる頃には１／３の方は

新しい職業分類が出てきませんが、村松年度

夢見心地といった感じでしたが、楽しくため

では１８名が入会されました。素晴らしい会

になる卓話を準備し何とか無事にやり遂げる

員で静岡ＲＣは成り立っております。

ことができました。
○新会員親睦委員会委員長 堀池 彰君
○親睦委員会委員長 宮崎 洋一君

８月２１日、３月２６日の２回、アサヒビー

２大イベントである観月会とクリスマス家族

ルさんのご協力を得て親睦委員会を開催しま

会および５月の家族旅行を無事行うことがで

した。実は１１月にワインの会でボジョレヌー

きました。

ボーを楽しむ機会を設けたかったのですがそ
れが叶わずお詫びします。

○職業奉仕委員会委員長 稲葉 豊君

まで中国山西省出身のヨウショウゲンさんを

職業を通じて社会に奉仕したいと考えたもの

米山奨学生として委嘱を受けております。例

の、実現できたのは３月１日のＮＨＫ静岡放

会その他の活動を通じ、よろしくご指導下さ

送局の職場見学会の開催（会員３４名参加）

い。

だけでした。委員会を１回も開催しなかった
ことを反省しております。

○事務局 冨永 里紗さん
事務局として１年間大変お世話になりました。

○社会奉仕委員会委員長 伊藤 博君

いろいろご迷惑をおかけしましたが、次年度

清掃に関して公共的に応援できることを打出

は同じミスをしないようにします。また、ロー

そうと、講師を招いて清掃について考えまし

ターアクトとしても大変お世話になりありが

た。もう１つ力を入れたのはポリオでした。

とうございました。

○青少年奉仕委員会委員長 安本 吉宏君

○会長講評 植松 昌美君

現在、静岡英和学院でのインターアクト立上

幹事の望月さんと二人三脚で、副幹事の近藤・

げの準備中です。そのため、来年度も引き続

河野さんに支えられ、理事・各委員長に全て

き同委員長を務めますのでよろしくお願いし

事業をお願いし、事務局の冨永さんの優しさ

ます。

に支えられ、そして１０８名に増えた会員と、
夜間例会並びに最終アッセンブリーを迎える

○ローターアクト委員会委員長

ことができました。ありがとうごさいました。

花村 豊充君

来週からは１０分で昼食を食べる必要もなく

昨年度、今年度と委員長を務め皆勤賞では胸

なり、ゆっくり頂けます。来週からは佐藤年

を張れますが、ローターアクトのためにまだ

度へバトンタッチします。本当に一年間あり

やるべき事はあったと思っています。来年も

がとうごさいました。

委員を務めます。
○花束贈呈
○インターアクト委員会委員長

望月幹事から植松和子様（会長奥様）へ

吉田 幸一君

事務局・冨永さんから植松会長・望月幹事へ

静岡英和学院が幹事校となるべく１年かけて
準備を行います。１２才から１８才までの青

懇

親

会

少年の健全な育成に、奉仕が如何に重要かを

○乾杯 伊藤 博君

醸成できればと考えています。

植松年度ご苦労さまでした。１年間、出航の
時から始まり皆さんが大変な意気込みで取組

○米山委員会委員長 石井 大介君

み、やっと帰港したという感じです。皆さん

米山記念奨学会より、今年４月から来年３月

のご健勝を祈念して「乾杯」
。

第５回 臨時理事会議事録
５．協議・審議事項
①２０１８−２０１９年度 佐藤会長年度
予算の件 佐藤副会長
佐藤副会長より、２０１８−２０１９年度
の特別会費として、従前からの年額４万円
に加え、ＩＭ特別会費年額１万円と、むこ
う３年の予定で米山記念館改修特別会費
年額５０００円を徴収したい旨上程がな
された。
（承認）併せて、佐藤副会長から、
２０１８−２０１９年度の事業計画（日程
計画）及び委員会配属についても報告・上
程がなされた。
（承認）
②２０１８−２０１９年度 第一回新会員交
流委員会事業の件
次年度新会員交流（親睦）委員長
８月１日（水）に第一回新会員交流会とし
て日本平ホテルでサマーガーデン花火鑑賞
会を開催すること、同交流会をメークアッ
プの対象事業とすることについて上程がな
された。
（承認）

