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イ ン ス ピ レ ー ション に な ろ う
国 際 ロ ー タリー 会 長
バ リ ー・ラ シ ン

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

２０１８−２０１９

夜

● 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

８月２７日

間

ロータリーソング
ソングリーダー
望月 義弘君

納

涼

第3488回例会

会

で買ったボールペンがじつに書き心地がよいの
で嬉しい」
「いつになくネクタイが一回で形よ
く結べた。気持ちいい」このような日常のささ
いなことですが、幸せを感じるメガネでみれば
幸せを感じれます。私も単純なので興味がわい

会 長 挨 拶

たことは何でも実践してみます。毎日幸せを感

会長 佐藤 長巳君

じるメガネをかけて物事を見る練習をしている

皆さん、こんばんは。本年度最初の夜間例会は

と、マイナスの現象もありがたく思えるように

納涼例会です。本年度のクラブ活動は、楽しさ

なりました。こんなことがありました。自転車

をテーマにしています。先週は２０日の親睦委

で出かけようとしたら、パンクしていました。

員会に顔を出させて頂きました。委員会は親睦

ふつうなら、ついていない現象ですが、
「出か

を深めることができます。私の好きな作家のひ

ける前でよかった。途中でパンクしたら大変

とり、五木寛之さんの著書「生きるヒント」と

だった。ありがたい」新幹線で寝過ごして気が

いう本にこんな話があります。五木さんが執筆

ついたら三島だった。
「こだまでよかった。ひ

活動で毎日が忙しく疲れてしんどい時に１日１

かりだったら新横浜まで行っていた。ありがた

回は喜ぼうと考えたそうです。喜ぶことを探そ

い」服にコーヒーをこぼしてしまいました。
「自

うとすると、旅行に行ったり遊びに行ったりし

分の服でよかった。他人の服だったら大変だっ

て日常の外にあると思いますが、毎日執筆が忙

た。ありがたい」このように幸せを感じるメガ

しい作家は、時間が取れませんので手帳に日常

ネをかけて見るとマイナスの現象もありがたく

生活の中で喜ぶ現象を書いていったそうです。

思えます。皆様も一ついかがでしょうか。無料

「今日は、新幹線の窓際の席に座ったので富士

です。ただし、メガネ店には売っていません。

山が正面に良く見えて嬉しかった」
「デパート

今週のなぞかけです。メガネとかけて紅白歌合

戦と解きます。そのこころは、
司会が良いです。
お め で と う

今週も明るくお元気でお過ごしください。
【誕生祝い】

●月●●日 佐藤 長巳君
●月●●日 荻野 淳君
●月●●日 羽田 真人君
●月●●日 山元 雍久君
●月●●日 木村 絵美さん
【結婚記念日】
●月●●日 山田 知広君・広美さん
委 員 会 報 告

●月●●日 河野 誠君・佳子さん

会員増強委員会 川﨑 裕司君
本年度の会員増強アワーは９
月１０日の例会で開催させて
いただきます。皆様方に新た
な会員をご紹介いただきたく、

前年度１００％出席者発表及び表彰
〔皆出席〕
１年 近藤 哲也君、平松 義康君、望月
啓行君、横山 泰久君、吉田 幸一君、

本日「新会員候補者紹介のお願い」を配布させ

坂本 渡君、杉浦 孝典君、山本

ていただきました。ご紹介いただける方の入会

芳司君、川池 朗君

意思の状況を把握したく、用紙の１〜４までの

３年 堀池 彰君、石井 大介君

入会に対する意欲に関し印をつけて下さい。今

７年 川﨑 裕司君、岩崎 茂夫君

年度の新たな企画として、入会に迷っている方

８年 河野 誠君

がいらっしゃったら、夜間例会に参加していた

１０年 伊藤 博君

だき、静岡ロータリークラブを感じていただく

１３年 植松 昌美君 １４年 鈴木 礁君

ことを目的とした「オープン例会」を実施しま

１８年 疋野 智男君 １９年 佐藤 長巳君

す。

２１年 淺原 諒蔵君 ２２年 山﨑 純男君

９年 坂上 康君
１１年 中山 秀樹君

２３年 寺戸 常剛君 ２５年 志田 洪顯君
幹

事 報 告

２９年 荻原 英生君 ３２年 福地 益人君

近藤 哲也君

４１年 田中 楯生君 ４３年 向坂 達也君

先週の三クラブ合同例会は皆さまの協力をもっ

４４年 松崎 至宏君 ４６年 望月 義弘君

て無事終了できました。誠にありがとうござい

４７年 牧田 静二君

ました。先般、地区大会参加の案内をしたので、

４７年回皆出席の牧田静二パ

出欠報告を９月３日までにお願いしたい。来週

ストガバナーから受賞の言葉

９月３日の例会のゲスト講話には、静岡市消防

をいただいた。
「４７年は当

局・山岳救助隊 トランスジャパンアルプス

クラブの新記録だと思います。

レース４連覇の望月将悟さんをお招きして行い

弁護士をやっていたので、メイクアップには苦

ます。

労しました。その間、外国でのメイクアップも

十数回あった。特にニューヨークでたった一人

●月●●日に●●歳をむかえました。

で例会場を探し、参加したのは良い思い出であ

これからも筋トレに励み、ピンピンコロリを目

りました。ロ−タリークラブは例会が基本と私

指します。

たちは教わりました。最近はその原則が失われ

【皆出席】

てきました。どうか皆さん、もう一度見直し、

吉田 幸一君

例会に参加するようお願いいたします。

入会３年目で１年間全出席できました。
近藤 哲也君

ス

マ

イ

ル

１００％出席表彰ありがとうございました。

坂本 渡君

望月 義弘君

９月１４日（金）に「ヴォーシェル ワインマ

１００％出席

ルシェ」を開催いたします。ヴィノスやまざき

福地 益人君

とレストランヴォーシェルのコラボ企画です。

１００％

ヴォーシェル内ノ倉シェフの特製料理とヴィノ

望月 啓行君

スやまざきがお薦めする人気ワインをお楽しみ

１００％

いただけます。９月１４日、１日限りの企画で

中山 秀樹君

す。参加費は、３０００円です。是非、奮って

１００％スマイルです。

のご参加をお待ちしております。詳細につきま

川﨑 裕司君

しては、ＢＯＸにチラシを入れさせていただき

７年皆出席しました。どこまでできるかわかり

ました。

ませんが、継続できるよう頑張ります。

米山委員会 石井 大介君

坂上 康君

先日の例会にて ヨウ・ショウゲン奨学生にド

何とか１００％達成できました。来年も続けて

ネーションありがとうございました。

いきます。

坂上 康君

疋野 智男君

８月６日の例会時に監事報告の際の誕生日プレ

１８年皆出席、ありがとうございます。

ゼントの手配確認を怠り、佐藤会長と近藤幹事

石井 大介君

に恥をかかせてしまいました。大変申し訳あり

３年１００％皆出席

ませんでした。スマイルいたします。

松崎 至宏君

【結婚祝い】

出席表彰を有難うございます。

山田 知広君

堀池 彰君

結婚祝いの素敵なお花をありがとうございまし

３年１００％ありがとうございます。

た。

坂本 渡君

河野 誠君

今後とも出席率上げる為がんばります。

１００％出席と、結婚祝い、ありがとうござい

平松 義康君

ました。

来年も表彰して頂けるようガンバリます。

【誕生日】
佐藤 長巳君

岩崎 茂夫君
１００％出席できました。

志田 洪顯君
２５年だそうです。よくがんばっています。
横山 泰之君

司会 藤田 博久君

１００％
杉浦 孝典君
１年間出席できました。有難うございました。
鈴木 礁君
１４年１００％
向坂 達也君
１００％出席表彰ありがとうございました。
佐藤 長巳君
１００％出席表彰ありがとうございました。
伊藤 博君
１０年表彰ありがとうございます。
年寄りもこれからなんとかしわくっちゃ！
川池 朗君
１００％
山﨑 純男君
２２年皆出席で表彰されました。ありがとうご
ざいました。
寺戸 常剛君
２３年
田中 楯生君
４１年皆出席のお祝いありがとうございます。
出
月日

席

報

告
メイク

改

定

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

8/6

108（106）

78 名 73.58 ％

6 名 79.24 ％

8/20

108（106）

74 名 69.81 ％

−名

−％

8/27

108（106）

68 名 64.15 ％

−名

−％

今月平均

夜間納涼会

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

乾杯 志田 洪顯君

