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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 

「我等の生業」 

ソングリーダー 

岸田裕之 君 

    

 四つのテスト唱和      

岸田裕之 君 

 

 

 本日のゲストおよびビジター紹介 

      松崎至宏 君  静岡ロータリークラブ     

 

 会長挨拶    沼田時子 君 

11 月 19、20 日グランシップにて地区大会が開催    

されました。9 月末 2620 地区の会員数は 3042

人、その内 1311 人が登録されていました。当クラ

ブは 11 人第 5 分区で最小人数でした。10 年間

の予算案では 15 人が続き、この 2 年 12 人とな

っていたので予算内でと思いましたが、できれば

今後は 15 人の登録はしてほしいと思いました。

来年は焼津なのでたぶん全員登録になると思わ

れます。それから受賞としては、①地区会員増強

賞の中の「新会員の勧誘」、②100％ロータリー財

団寄付クラブ、これは 6 月 30 日現在の正会員全

員が寄付分類に関わらず少なくとも 25 ドル寄付

をして一人当たりの平均寄付額が 100 ドルの達

しているクラブに贈られ 42 クラブありました。③

Every Rotarian, Every Year これは同日の正会員

全員が年次基金へ少なくとも 25 ドル寄付をして

平均寄付額が 100 ドルに達しているクラブに贈ら

れ 35 クラブありました。④ロータリー米山記念奨

学会の個人平均寄付額上位 5 クラブ、⑤米山梅

吉記念館へ当クラブ 40 周年寄付 以上となって

おります。芝生広場での屋台村は、ガバナー補佐

朝比奈さんの息子さんが厚い黒はんぺんをフライ

にしてくれて、とても美味くいただきましたが、数

量が多かったので最後は懇親会の席でお配りし

ました。それから皆様にお詫びです。お誕生日プ

レゼントですが、静岡産オリーブオイルがお手元

に届いているものとばかり思っておりました。愉し

みにしていた方もいらっしゃったとのことですがオ

リーブオイルを使った加工品が届いていたそうで

す。すみませんでした。静岡産は数量も少なく、

11 月頃できるそうですが予約で完売だそうです。

7 月から 11 月のお誕生日の方お許しください。12

月からは輸入品ですがオリーブオイルが届きま

す。 

 

 幹事報告 山崎雅光 君 

・12 月 14 日（水） 

ミモザにて理事会を開催 

します。 

・12 月 4 日（日）島田 GC 

にて、沼田杯ゴルフコンペ     

を開催します。ふるって 

ご参加下さい。 

・3 月 26 日（土）国際ロータリー2620 地区 

第 6 分区ＩＭが開催されます。 

 

 委員会報告          

      クラブ管理運営委員会 望月正弘委員長  

      ・1 月 11 日（水）13 時から、クラブ管理、奉仕 

プロジェクト合同企画として日本平動物園で 

動物の飼育等、動物園を支えてくれている 

方々の仕事を体験します。多くの方の参加を 

お願いします。 

   ロータリー財団 鈴木麻祐子副委員長  

      ・ロータリー財団の基礎知識について、プロジ 

ェクターを使い分かりやすく説明頂きました。 
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 会員のお祝い（表彰）        

マルチプルポール・ハリス・フェロー 

大橋章男 君 

   返礼 

大橋章男 君 

      ・ありがとうご 

ざいました。 

これからも 

頑張ります。 

 

 出席報告・スマイル    海老原正之 君 

会員 38 名中 

出席 28 名  

先々週 11/9 

出席計算会員 

数 38 名、 

出席会員数 26 名、 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 4 名、 

改正出席 78.95% 

 

沼田時子 君、山崎雅光君 君 

宮城島さんの卓話にスマイル！ 

袴田文治 君、満井義政 君 

宮城島さん、卓話、期待しています。 

榊 一夫 君、望月正弘 君、白鳥三和子 君 

卓話頑張れ！！楽しみにしています。 

冨田英児 君、野木秀明 君、内海克彦 君 

宮城島さん卓話頑張ってください。 

応援しています。 

大橋章男 君 

11 月 18 日 青少年育成会「駒形小学校での空 

気と遊ぼう」 15 名の会員出席、約 300 名の 

生徒保護者の参加、大変楽しかったです。 

山梨 透 君 

本年もいよいよあと 1 か月。 片づけをしなき 

ゃ・・・！！ 

渡辺憲治 君 

 インフルエンザ流行ってきました。 

ワクチン今のうちです。 

杉山 元 君 

渡辺先生、この度は社員がお世話になりまし 

た。本当にありがとうございました。 

宮城島 孝 君 

今日はいよいよ待ちに待った卓話です。頑張り 

ます。暖かく見守って下さい。 

武藤宏之 君 

育成会にスマイル 

 

 卓 話    宮城島 孝 君 

宮城島君による卓話が開催されました。 

冒頭、「ロータリーと

は 例会に出席する

こと「私なりに楽しみ

にしてやっている」

と、ご本人のロータ

リークラブへの思い

が語られ卓話が始

まりました。卓話は

「振り込め詐欺防

止」と「人生のターニ

ングポイント」の二部

構成で、「振り込め

詐欺防止」については、県内で発生する特殊詐欺被

害、通称「おれおれ詐欺」について、その被害状況と

対策が紹介されました。静岡県警と県内金融機関が

全国に先駆け導入した「預手プラン」は詐欺被害を

未然に防ぐ取り組みとして画期的であるということ、

さらには宮城島君が支店長を務める焼津信用金庫

静岡支店で今年 8 月に実際に起きた特殊詐欺事件

の未然防止の状況など分かりやすく説明頂きまし

た。こうした金融機関の取り組みの一方で、「なぜ自

分の預金を自由に引き出せないのか」というお客さ

まもいらっしゃるようで、金融機関窓口の皆さんのご

苦労を垣間見る機会にもなりました。後半は「人生の

ターニングポイント」をテーマにご自身の学生時代の

エピソードや、就職そしてご家族について熱心にお

話しいただきました。個人情報満載の内容でしたの

で、具体的な掲載は控えさせていただきます。 

 

全体を通じ心温まる、そして勇気をいただける 

卓話でした。宮城島君お疲れさまでした。 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 


