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静岡ロータリークラブ

● 例会日／毎週月曜日12：30〜13：30
● 会長／佐藤

● 例 会 場 ／グランディエール ブケトーカイ TE L. 273‑ 5225
長巳 ● 副会長／戸野谷 宏 ● 幹事／近藤 哲也 ・ 河野 誠 ● 副幹事／坂上 康 ・ 鈴木 礁

２０１８−２０１９

７月２日

佐藤年度

ロータリーソング
ソングリーダー
川辺 哲君

第3482回例会

第１回例会

れから本年まで７７代にわたり伝統と歴史ある
クラブとして、地域とともに歩んできました。
静岡ＲＣは本年度８４周年を迎えますが、これ
は脱退した間の年も入れてありますので、事
業計画にある歴代会長役員一覧で見ますと私で

ゲスト紹介

７７代となります。ラッキー７です。今年もク

米山記念奨学生

ラブにとってラッキーと言える年度にしたいと

楊 承娟（ヨウ ショウゲン）さん

思います。一年間、明るく楽しいクラブ運営を
心掛けていく所存です。どうぞよろしくお願い

会長挨拶・方針発表

します。新会員の皆様も多くいらっしゃいます

会長 佐藤 長巳君

ので、簡単に自己紹介をさせていただきます。

静岡ＲＣメンバーの皆様こんにちは。静岡ＲＣ

佐藤長巳と申します。●●●●年昭和●●年●

は、昭和９年の設立から本年まで途中第２次世

月●●日生まれ●月の●●歳です。会社はマル

界大戦の波に洗われて国際ロータリーから８年

ミ建設といいまして、建設業の専門工事の鳶・

間脱退しますが、昭和２４年に復帰加盟し、そ

土木工事を営んでおります。とび職という仕事

は、あまりなじみがないと思いますので、次回
からの会長挨拶でとび職の歴史についてお話さ
せていただきます。本年度のクラブ運営で、会

本年度を迎えての激励の言葉
荻原 英生君

員の皆様にいかに楽しく参加して頂くか創意工

出席人数が増えてきたと感じ

夫しました。国際ロータリーの本年度のテーマ

るが、
佐藤年度への期待であり、

は
「インスピレーションになろう」です。ロータ

また植松年度の成果ではない

リーマークを見ながら本年度の活動テーマを考

かと思います。あまり張り切り

えていた時にひらめきました。このひらめきは

過ぎず、周囲のメンバーとも協調して、４つの

まさしくインスピレーションです。つまり、静

「えん」を皆さんと一緒に楽しんでいけるような

岡ＲＣの本年度のテーマは、まさしく
「インスピ

クラブの運営に期待しています。体に気を付け

レーションになろう」を体現したものです。キー

て一年間頑張ってください。

ワードは、
「えん」ロータリーの歯車の円です。
乾杯・食事

人と人を結ぶえにしの縁、メンバー同士の交流
を図るうたげの宴、クラブパートナーのＩＡＣ、

乾杯音頭 淺原 諒蔵君

ＲＡＣ、静大、支援学校を支援する援、静岡ロー

佐藤年度がスタート。
「おさみ

タリークラブを演出する演、会員の皆様が静岡

ちゃん」とファーストネームで

ＲＣに入会した縁が絆になるような明るく楽し

呼ばれる親しみやすい人柄とバ

い和やかな事業計画を作成しました。テーマは

イタリティでクラブを引っ張っ

「ロータリーの歯車
（えん）を回そう」です。回

ていってください。佐藤会長のご活躍と静岡ロー

して生まれるエネルギーは、絆・楽しさ・明るさ・

タリークラブの益々の発展を祈念して「乾杯」
。

元気です。職業も生い立ちも違う人たちが出逢っ
た縁を活かせる活動を目指します。最後になり

前年度会長・幹事へお礼

ますが、縁にまつわる江戸時代徳川家の剣術指

佐藤会長より植松前会長、望月前幹事へ記念品

南役の柳生家家訓をお伝えして会長挨拶といた

を贈呈。お二人よりお礼の挨拶があった。

します。
「才能を小、中、大で表した言葉です。

植松 昌美君

小才は縁に会って縁に気づかず中才は縁に気づ

皆さんに支えられて楽しく

いて縁を活かさず大才は袖振り合う縁も活かす」

やってこられましたし、人数が

ＲＣでの縁を活かせる機会をつくる一年にしよ

増えてきて輪が広がって佐藤

うと思いますので、よろしくお願いします。最

年度に引き継げたことをうれ

後になぞかけで閉めます。ＲＣとかけて夏の蝉
の声と解きます。

しく思います。一年間ありがとうございました。
望月 啓行君

その心は、つくづ

皆さんにお世話になりました。

くほうしです。今

大変でしたが、この体制で静岡

週も明るく楽しく

ロータリークラブができてい

お元気にお過ごし

るんだなと実感しました。次年

下さい。ありがと

度の幹事にも頑張ってほしいと思います。あり

うごさいました。

がとうございました。

迎えしてのクラブアッセンブリーが予定されて
グランディエール ブケトーカイの

いますのでメンバーの方はご予定ください。ク

スタッフの皆さまへの御礼

ラブ事業計画の誤記訂正をお願いします。Ｐ−

日頃の感謝の気持ちを込めて、佐藤会長よりブ

４組織図 誤「クラブ広報常任委員会」→正「公

ケトーカイを代表して

共イメージ常任委員会」Ｐ−４１･ ４２日程計

宴会事業部主任の原田

画表 一番右の欄中段の地区職業奉仕セミナー

福智（よしひろ）さん

の日程 誤「１２／２６（土）
」→ 正「１／

に御礼の品を贈呈した。

２６（土）
」Ｐ−４９ Ｎｏ．９１川池さんのお
名前

誤「郎」→ 正「朗」

委 員 会 報 告
お め で と う

親睦委員会 上島 充君
７月２７日（金）１８：３０よ

【誕生日祝い】

りＤＭ会を開催予定です。会場

●月●日

加藤 誠君

は追ってご連絡しますので、ふ

●月●日

田中 孝将君

るっての参加をお願いします。
親睦ゴルフ小委員会 委員長 水上 房吉君

【結婚記念日】
●月●●日 小山 信君・寿美子さん

７月２９日（日）朝霧ジャンボ
ス

リーにて今年度第１回目のゴ

マ

イ

ル

ルフ大会を開催します。是非皆

前会長 植松 昌美君

さんの参加をお待ちしていま

みなさんのおかげで無事会長を１年間通すこと

す。ご希望の方は前日泊プランも可能です。

ができました。今日から佐藤年度です。がんばっ

新会員交流委員会 委員長 望月 啓行君

てください。又、今日から、ゆっくり昼食を頂

日本平ホテルの「花火 ｄｅ ナ

きます。

イト」への参加を企画しまし

前幹事 望月 啓行君

た。花火とサンバを見ながらお

２０１７−２０１８植松会長年度、個性的な委

酒を飲む楽しい会になると思

員長の方々の活躍のおかげで、一年間無事に終

いますので、皆さまの参加をお待ちしています。

了することができました。本当にありがとうご

８月１日（水）１７：４５静岡駅発です。締め

ざいました。あとは本年度２名体制になった、

切りは来週の例会終了後とします。

近藤幹事、河野幹事の大活躍を祈念しておりま
す。

幹

事

報

告

会長 佐藤 長巳君

幹事 河野 誠君

本日より一年間、宜しくお願いします。楽しく

次週７月９日の例会は「ガバナー補佐クラブ訪

明るい運営を心がけて参ります。ご出席をよろ

問」が予定されています。淺原諒三静岡第３グ

しくお願いします。

ループガバナー補佐が、ガバナー方針を伝達さ

本年度アッセンブリーメンバー（理事・委員長）

れますので、皆さまふるってのご参加をお願い

の皆さん

します。また例会後は、淺原ガバナー補佐をお

髙橋 均君

３年強工事にかかりましたが、新本社建設工事

たが、当委員会は「縁の下の力

が完了し、先月末に引き渡しをして頂きました。

持ち」として支えられるよう努

今年５０周年を迎えさせていただきます。合わ

めていくのでよろしくお願い

せて今後ともよろしくお願い致します。

します。
社会奉仕委員会 委員長 荻原 英生君

野々垣 博紀君
先日のみずほ証券のシステム障害にてみなさま

１０月２４日
（水）
のポリオデー

にご不便をかけ申し訳ございませんでした。お

にはポリオ撲滅を訴える街頭

わびのスマイルいたします。

活動を行う予定です。また３月

児玉 俊明君

１６日（土）は移動例会として

●月●●日に初おじいちゃんになりました。天

清掃活動とその後の懇親会を計画してしますの

の神様とこうのとりに感謝してスマイルいたし

で、多くの皆さんの参加をお願いします。

ます。

職業奉仕委員会 委員長 中山 秀樹君

小山 信君

１月２９日（火）通常例会の後、

結婚記念日で美しいお花ありがとうございまし

職場見学会として米山記念館

た。今年で結婚●●年になりました。

の見学を行います。これは志田

９番テーブル

洪顯君のご提案によるもので、

満席テーブル ９番テーブルです！

先人たちの考えに触れることで新しいロータリ

藤田テーブル 満席

アンの進むべき道を考える機会になるのではな

谷本 宏太郎君（ダブル）

いかと思います。

今年一年間スマイルを担当いたします。皆様よ

国際奉仕委員会 委員長 塩原 太一郎君

ろしくお願いいたします。トロントの国際大会

来年６月にドイツ・ハンブルク

に行って来ました。皆様におみやげとしてメイ

で開催されるＲＩ国際大会に、

プルキャンディーを買って来ました。

できるだけ多くの皆さんが参
加していただけるよう、楽しめ

出

席

報

告

る企画を考えたいと思います。何か思いついた
メイク

改

定

らよろしくお願いします。

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

6/18

106（104）

71 名 68.26 ％

3 名 71.15 ％

6/25

107（105）

72 名 68.57 ％

−名

−％

例年通り、９月２２日（土）静

7/2

106（104）

74 名 71.15 ％

−名

−％

大特別支援学校の秋祭りのお

％

手伝いを行いますので、時間の

今月平均

％

前月平均

青少年奉仕委員会 委員長 安本 吉宏君

メイクアップに努めましょう！

都合のつく方は参加をお願い

五大奉仕委員会 事業発表

します。今年度は静岡英和女学院にインターア

クラブ事業計画２０１８−２０１９に基づき、

クトクラブを設立することになっており、しっ

各委員会より活動方針ならびに事業計画の内容

かり取り組んでいこうと思っています。

について説明が行われた。
クラブ奉仕委員会 委員長 戸野谷 宏君
佐藤会長から４つの「えん」との方針が示され

ロータリー財団ＢＯＸ
２１，
１１０円

