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I . 真実かどうか
II. みんなに公平か
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III. 好意と友情を深めるか
IV. みんなのためになるかどうか
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□ 副 会 長 ／望月
徹
□ 副 幹 事 ／依田 邦彦

Connects the World／ロータリーは世界をつなぐ」

今回ゲストはありませんでした。

♪ 本日のロータリーソング「奉仕の理想」●ソングリーダー： 柳瀬 英雄 会員
曽根田
充会長の時間
会長の時間
鈴木 延幸
本日から新年度が始まります。
まずは井尻前会長、上條幹事、一年間ご苦労さまでした。今年度は、副
会長を二人置かせていただきました。長嶋副会長、望月徹副会長です。西野幹事、依田副幹事、各常任
委員長、委員会委員長で運営をさせていただきます。会員皆様のご協力も宜しくお願いいたします。
本日新会員が1名入会していただき、総勢45名のスタートとなります。
「月曜日の夕方はロータリークラ
ブの例会がある」
と例会を楽しみにできるような、魅力あるクラブを作っていきたいと思います。ベテランの
メンバーからは知恵と知識を、若いメンバーからは元気な力をもらって、会員同士ロータリーについて語
り、事業活動を行い、
これまで以上、楽しいロータリー活動をしてもらいたいと思います。
会員増強委員会に
「戦略計画委員会」
を設置、南條会員にお願いをし、3年後の35周年を踏まえながら、戦略的なものを立案し
ていきます。継続事業として、体感おしごと館、少年ラグビー大会、
ポリオ募金活動を執り行ってまいります。
事業予算につきましては、大変厳しい状況にあります。負担金の増加、例会会場費の値上げ、消費税の増税など支出の割合が
多くなります。本年度はスマイルの目標額を90万円に設定し、一人あたり2万円くらいのスマイルのご協力をお願いすることになると
思います。
また、
クリスマス家族会、観桜会、
その他イベント的な例会につきましては、実費をお願いすることになると思います。
2019年9月から、
ラグビーワールドカップが始まります。
「ワールドカップの頃に会長を受けますよ」
と3年前に言ってしまい、
あっ
という間に時間が過ぎ、今ここに立っています。20年間ロータリーに在籍しておりますが、大したことはやっておらず、
このような場で
話すことも苦手ですが、
自分らしく、今やれることから一つづつ始め、一年間やっていきたいと思いますので、皆さんのご協力を宜し
くお願いいたします。

幹事報告

西野

スマイル報 告

元 幹事

・第一回理事会の開催
・7/1 委員会活動方針、事業計画の発表
・7/8 CF（会員増強委員会）/IGM席
・7/15 祝日休例会
・7/22 外部卓話/IGM席
・7/29 8月度理事会/IGM席
・7/29 会員卓話（伊藤会員）
・ガバナー月信の配布方法について
（各テーブルに数枚）
・伊藤 晴生 様 会員入会式
・7月の誕生日
寺尾会員、長嶋会員
・7月の結婚記念日
稲垣会員、三浦会員、
依田会員

■会員からのスマイル 総額／41,000円
曽根田会員・西野会員
1年間よろしくお願いいたします。
会長・幹事以外の理事メンバー
一年間宜しく御願いします。
井尻会員・浦田会員・望月威男会員・柳瀬会員
伊藤さん、入会おめでとうございます。
心より歓迎します。
安藤会員・岡崎会員・平沼会員・増田会員・海老名会員
1年間よろしくお願いいたします。伊藤晴生様、入会
おめでとうございます。
浦田会員・望月威男会員
曽根田年度を祝し、
ご活躍を期待します。
長嶋会員
吉川先生、先日はおいしい物をありがとうございました。
加藤会員
曽根田新会長、西野新幹事、無理をせず、
お身体に気を
付けられ一年をまっとうしてください。
稲垣会員
7月5日、結婚記念日のお花、楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。
伊藤会員
本日から入会させて頂きます。
ご指導宜しくお願い申し
上げます。

静 岡 中 央ロータリークラブ 週 報
クラブ会報委員会 ／ 相川 洋介
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〜 委員会 活動方針・事業計画 〜
◆クラブ管理運営常任委員会 ［川島 啓晃 委員長］
スマイル目標90万円、
ご協力をお願いいたします。伊藤新会員
には親睦活動委員会での活動をお願いします。

◆ロータリー情報・新会員フェロー委員会［井尻 英雅 委員長］
例会場で折りに触れ、
ロータリー情報を知らせる。新会員にオ
リエンテーションを行います。

◆出席委員会 ［森川 智明 委員長］
出席報告を滞りなく発表できるよう、
しっかり例会に出席して
まいります。

◆奉仕プロジェクト常任委員会 ［稲垣 信一郎 委員長］
社会、国際的なニーズがある事業ですので、各委員長のカラー
を出していただき、
さらなるニーズを開拓してまいります。

◆親睦活動委員会 ［安藤 寿弥 委員長］
愉快に感じてもらえるような、有意義な会になるよう、また、会員同士の親
睦がより深まるように努力いたします。新会員歓迎会、清水中央RCとの
合同例会、ダーツ例会、クリスマス家族会、新年例会、観桜会を行います。

◆職業奉仕委員会 ［松下 慎一 委員長］
本年度は第6回目となります、
「 体感おしごと館」
を11月9日
（
土）開催を予定しております。会員の皆様には、講師をお願い
したり、講師をご紹介いただいたり、準備のお手伝い、
当日の
お仕事をお願いしたりと、様々なご協力をお願いいたします。

◆プログラム委員会 ［小澤 行雄 委員長］
会員皆様にご協力いただき、
なるべく良い卓話者をご紹介い
ただき、楽しい例会にしていきたいと思います。
◆会場監督委員会 ［岡本 義弘 委員長］
「品位と友情を育む例会」
「秩序ある朗らかな例会」
の運営を
図っていきます。IGM席、抽選席例会を行います。例会参加者
の把握に努め、
合理的な運営を図ってまいります。
◆クラブ広報常任委員会 ［加藤 文昭 委員長］
RI、地区等、会員に情報を提供する。一般の方にロータリーク
ラブを知ってもらうために、
活動いたします。
◆広報雑誌任委員会 ［山梨 由博 委員長］
事業の内容を知ってもらう、
ロータリーの友を積極的に読んで
もらえるよう活動します。
◆クラブ会報委員会 ［相川 洋介 委員長］
一年間写真をしっかり撮って、
クラブ会報を配布します。皆様に
ロータリー活動の情報提供をし、有意義な会報作りに努めます。
◆会員増強常任委員会 ［南條 恭有紀 委員長］
戦略計画委員会を設置し、3年後、
５年後を考えていきます。
ロータリ
ー活動の意義を広め、会員としてふさわしい人物を新たに確保して
いきます。35周年までに10名の会員増強を目指します。入会５年目ま
での会員を対象に、年２回、厳しく楽しい研修を行いたいと思います。
◆会員増強委員会 ［南條 恭有紀 委員長］
今年度は３名以上の会員増強を目指します。伊藤会員の他に
あと２名にも会って話をしております。
◆会員選考・職業分類委員会 ［上條 康則 委員長］
35周年までに１０名の増強を目指しますので、
しっかりと会員
選考、
職業分類を行ってまいります。

◆社会奉仕委員会 ［小谷野 陽子 委員長］
1988年にWHOでポリオ根絶が決議され、現在あと数パーセント
まできていますので、私達が役に立てるよう活動してまいります。
◆国際奉仕委員会 ［三浦 新介 副委員長］
国際奉仕プロジェクトを理解していただくための情報を伝えて
まいります。中和RCとの友好を深めたり、RI国際大会への参
加を呼びかけてまいります。
◆青少年奉仕委員会 ［稲垣 常任委員長］
今年度も静岡中央ロータリー杯ラグビー大会を開催しますの
でご協力をお願いいたします。
◆財団・米山常任委員会 ［溝口 明範 委員長］
ロータリー財団月間には、地区から講師をお呼びし、やさしく説明
してもらいます。地区財団セミナーに会長と参加してまいります。社
会奉仕委員会とともに、
ポリオ撲滅街頭募金活動を行います。
◆ロータリ財団委員会 ［吉川 正宏 委員長］
外部卓話にて皆様にロータリー財団について知っていただく。
現在7名のみのロータリーカード加入を推進していきます。
◆米山記念奨学金事業委員会 ［望月 威男 委員長］
3年連続となります。今年度は奨学生がおりませんので、
できる
だけ米山梅吉翁の業績や、
日本だけの奨学生制度について理
解を深めるように説明してまいります。
◆RLI委員会 ［望月 威男 委員長］
今年度できた委員会です。
これからの新しいロータリーのリー
ダーを育てていくため、
活動いたします。

出席報告

委員会報告

月/日

7月2日
（月）

今回はありませんでした。

森川 委員長

出席者数

35名

・総会員数45名（出席義務会員35名＋出席免除会員10名）
〜出席率向上へのご協力をお願い致します〜
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