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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」 

ソングリーダー 

北島俊秀 君 

    

 四つのテスト唱和       

北島俊秀 君 

 

 本日のお客さま並びにビジター紹介 

   静岡ロータリークラブ    佐藤長巳 様 

 

 会長挨拶         沼田時子 君 

先週の夜間例会は音楽同好会加藤さんのご指示

のもと、四十数年ぶり音楽の授業を受けたみたい

で、皆で声を合わせロータリーの歌を５曲録音し

ました。このような例会は入会以来初めてでとて

も新鮮、楽しい時間でした。この録音をバックに会

員の皆さんが毎週例会でロータリーソングを歌う

のが何年続くのかと考えるとちょっとワクワクしま

すね。さて１１月はロータリー財団月間です。財団

の奨学金事業及び人道的諸事業について知識と

理解を深め財団の推進に役立つプログラムを実

施する月間となっておりますが当クラブは渡辺委

員長が折ある度にレクチャーしてくださり、年１００

ドルの寄付がどうなっていくか皆様の理解も深ま

っていると思いますので特別に例会プログラムと

して設けることは致しません。1917 年当時のロー

タリー会長、アーチ・クランフが「世界でよいことを

するため」基金の設置を提案しこの基金が 1928

年ロータリー財団と名付けられ、1929年初の補助

金 500 ドルが国際障害児協会に贈られ、1947 年

ロータリー創立者のポール・ハリスが亡くなって多

く寄付が国際ロータリーに寄せられ財団の発展に

役立てられました。2018 年 6 月にアトランタで開

かれる国際大会は財団 100 周年をお祝いする大

会になるそうです。また 12日は国連本部で、世界

中で取り組んでいる人道的活動にスポットライト

をあてる「ロータリーデー」が開催されます。今年

のテーマは「責任あるビジネス、回復力ある社会」

です。この模様はインターネットで視聴ができるそ

うなので英語がわかる方はご覧ください。 

 
 幹事報告         山崎雅光 君 

 ・本日例会終了後、６F にて理事会を開催。 

 ・７クラブ合同ゴルフコンペが開催され、優勝 

は静岡 RC,静岡西 RC は 4 位の成績。 

 

 委員会報告          

      研修リーダー        鈴木礼子 君 

      「ロータリーの友 11」の紹介 

      静岡西 RC 細則改

定委員会が発足。

次年度適用に向け

検討・規定整備を

進めていく。なお、1

月 25 日例会で本

件フォーラムを開

催予定。 

      クラブ広報・IT 委員会    野木秀明 君 

      11 月 13 日（日）に異文化コミュニケーション 

体験フェアが青葉シンボルロードで開催される。

当クラブもポリオ撲滅活動の紹介・募金活動をブ

ースを設置して参加。当日は 10 時に現地集合。 

   クラブ管理運営委員会     望月正弘 君 

      12 月 7 日（水）夜間例会はクリスマス例会と 

して実施する。参加をお願いする。 

    ロータリー財団        渡辺憲治 君 

      マイロータリーの紹介。 
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 会員のお祝い        

お誕生日     

返礼 内海克彦 君 

      無事に還暦を迎えた。 

これからも皆さんと 

頑張っていきたい。 

プレゼントありがとう。 

 

 

 出席報告・スマイル    海老原正之 君 

会員 38 名中 

出席 26 名  

先々週 10/30  

出席計算会員 

数 36 名、 

出席会員数 21 名、 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1 名、 

改正出席率 61.11% 

沼田時子 君 

育成会フォーラム、大橋さんよろしく 

お願いします。 

袴田文治 君 

   育成会フォーラム、大橋さん期待しています。 

榊 一夫 君 

   育成会フォーラム、大橋さんご苦労様です。 

大橋章男 君 

   本日青少年育成会フォーラムです。よろしく 

お願いします。 

鈴木礼子 君 

   本日所用により、中途失礼いたします。 

加藤博一 君 

前回のクラブソングの録音では皆様のご協力に 

より楽しく行うことができました。早速編集して 

本日より使わせていただきます。 

山﨑雅光 君 

   ７クラブ合同コンペに行ってきました。ハンデに恵 

まれ 3 位でした。賞金全額をスマイルへ。 

野木秀明 君 

   内海さん誕生日おめでとうございます。 

今後ともよろしくお願いします。 

内海克彦 

   11 月 6 日、還暦 60 歳になりました。これからも 

先輩諸氏に負けないように頑張ります。プレゼト 

ありがとうございます。 

宮原伊之人 君 

   本日のロータリーの友 17 ページに娘の学校の 

校長先生が掲載されました。是非ご覧ください。 

宮城島 孝 君 

冨田さん、野木さん、土曜日はダイビングに 

ご一緒させていただきありがとうございました。 

50 歳にして新しい世界が広がり、これから楽しみ

です。駿河湾の風、気持ち良かったです。 

白鳥勝平 君、山梨 透 君、武藤宏之 君 

   育成会にスマイル 

 

 青少年育成会フォーラム   大橋章男 君 

   青少年育成会について設立趣旨やその活動内 

容を知らない会員が増えてきたことを鑑み、説明

の機会を設けた次第。（詳細は別紙資料） 「静岡

西 RC にだけある委員会組織」としての育成会の

位置づけを良く考え、今後の活動の在り様につい

て、皆で考えていきたい。 青少年育成会は静岡

西 RC 会員全員が委員である。11 月 19 日開催

予定の駒形小学校でのイベントには全員の参加

をお願いしたい。 

コメント    満井義政 君 

      青少年育成会は常設基金としてクラブとは別 

      会計となっている。諸先輩のお陰でそれなりの 

基金となっている。有意義に使っていけば良い。 

   長く続けることが大切。地域からの認知にもつ 

ながる。クラブを挙げて全員で盛り上げていこう。 

 コメント    袴田文治 君 

委員会設立当時は、会員のご家族も含め、ボラン

ティア的に手作りで進めてきた。とても負担が大

きかったが、会員全員の参加の下、やりがいをも

って進めてきた歴史がある。今後は各種行事との

協賛を考えるのも一つの手である。 

 

 閉会の点鐘    沼田時子 君 

交流事業の意義 

この事業に参加することで培われる力 

困難だったこと 

関心を持ったこと 

感動感心したこと 


