THE ROTARY CLUB OF SHIZUOKA - CHUO DIST. 2620

2019-2020年度

国際ロータリーのテーマ

weekly bulletin
四つのテスト

□会 長／曽根田 充
□副会長／長嶋 明彦
□幹 事／西野
元

I . 真実かどうか
II. みんなに公平か

例会日 ： 毎 週月曜日 1 8 : 00〜19 : 00
例会 場 ： 静岡グランドホテル中 島 屋
事務 所 ： 静岡市葵区追手町2-12 5F/ TEL 054-254-5611

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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♪本日のロータリーソング「我等の生業」●ソングリーダー：安藤 寿弥 会員
曽根田
充会長の時間
会長の時間
鈴木 延幸
先週は懇親会例会でした。会場をゼロアールに移してダーツ大会を開催いたしました。
ゲー
ム性が親しみやすく、やったことがない人でも気軽に参加できるので、参加者みんなで盛り上
がって、
とても楽しい例会となりました。安藤委員長ご準備等いろいろとご苦労様でした。
ゲーム結果は、個人戦では私が優勝してしまい、川島委員長よりブーイングをいただいてし
まいましたが、私自身大変楽しませていただきました。
さて本日は、安間2620地区ガバナーをお迎えして、ガバナー公式訪問例会であります。例
会の前には会長・幹事会において、事業計画のクラブ現状についてご説明をさせて頂きまし
た。
そして、
ガバナーよりいろいろとご指導を頂きました。安間ガバナーには後ほどスピーチをお願いしております。
ガバナーより、本日のこの会長の時間の中で、PETS研修時の感想を話すようにリクエストがございました。PETS
研修を受けて半年近くたっていますが、今でも思い出すことは、会議全体の雰囲気がガバナーの挨拶によって明るく
なり、肩の力が抜けてリラックスして研修を受けることができたことを覚えております。
クラブにとって戦略政策がとて
も大切なものであることも良く分かり、早速、当クラブでも委員会を発足して進めて行くこととしております。
また、ガバ
ナーの「Enjoy

Rotary」の言葉が大変印象に残り、
その精神を踏まえて、一年間やっていく決意をしたことを覚え

ております。
最後にスマイルにつきまして、今月と来月は月曜日が祭日と重なってしまい、例会日が3回ずつと少ないので、皆さ
んのご協力の程よろしくお願いしたいと思います。
幹事報告
・9/16、9/23

西野

岡崎 秀威 会員

■会員からのスマイル 総額／49,000円

祝日休例会

・9/30

CF（広報雑誌委員会／地区委員） 席はくじ引き

・10/7

職業奉仕委員会CF

・10/14

スマイル報 告

元 幹事

祝日休例会

・10/19 ポリオ撲滅街頭募金活動
・10/21

振替休例会

・10/28

米山記念奨学会事業委員会CF

ダーツ大会参加者
ダーツ大会参加しました。
加藤会員
何もないですが、
スマイルに協力いたします。
ダーツ例会では、親睦のみなさんお世話になりました。
長嶋会員
金丸会員
誕生日のお祝い、
ありがとうございました。
三浦会員
45歳になりました。肩が痛くてたまりません。
良い薬局を紹介してください。

長嶋会員・望月徹会員・西野会員・依田会員
安間ガバナーようこそ、静岡中央ロータリークラブへ。
鈴木会員・久保田会員・三浦会員・相川会員
ダーツ大会お疲れ様でした。優勝したチームDより
勝利を祝してスマイルさせていただきます。
川島会員・岡崎会員・安藤会員
スマイルマンデーします。
曽根田会員
安間ガバナーをお迎えして。先週はダーツ大会で場を
読めず、優勝してごめんなさい。
吉川会員
全日本写真連盟の表彰式に東京まで行ってきました。
会場は朝日新聞本社でしたが、
プロの写真家の講評
が勉強になりました。
望月威男会員 高校2年性の孫が、昨日の静岡県中部陸上大会で
走り高跳びで190cmをクリアーし、優勝しました。
花森会員
安間ガバナーをお迎えして。

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

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

川田 英史

メールアドレス 6rc-godo@mail.wbs.ne.jp

静岡中央ロータリークラブ週報
ガバナー公式訪問
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ガバナーのお話し
皆さま、
こんばんは。国際ロータリー第２６２０地区２０１９２０年度ガバナー安
間みち子です。
１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほどの会長幹事会にて、曽根田会長から計画的な会員増強活動を伺い、頼も
しく感じました。
また、
クラブのビジョンとRIの優先項目に沿ったクラブ戦略計画を
お聞かせいただきました。いかに会長がPETSでの研修をしっかりと受けられたか
が分かります。バランスの取れた元気なクラブという印象を受けました。
さて、私は、ガバナーのもっとも大切な職務は、RI会長のメッセンジャーとしてRI
の変化、最新情報をクラブへお伝えすることと考えます。
本年度のRI会長テーマは、
「 ROTARY CONECTS THE WORLD」
です。
このテーマは、世界８ヶ国語に
訳されており、
日本語訳は
「ロータリーは世界をつなぐ」
です。
テーママークの真中の丸は地球を表しています。
その周りは世界

東西南北各国の人々を表し、色の違いはそれぞれの人種や文化等の違いを表しています。

その人たちがロータリーを通して世界とつながっていることを表現しています。
今日は、サンディエゴの国際協議会でマローニー会長が私たちガバナーに語った際の動画をお持ちしまし
たので、
ご覧ください。
本年度からは、新しい国際ロータリーの戦略計画が展開さ
れます。
これはビジョン声明を土台に、
ロータリーが今後もダイ
ナミックな組織であり続けるための新しいステップであり、
４つ
の優先事項を含むものです。
RIのビジョン声明は、
日本語訳よりも英語の方が分かりやす
いと思いますのでお示しいたします。大 切なキーワードは、
「
Together、皆で一緒に」、
「 people
take action、行動する」
です。

unite、手をつないで」
「

Together, we see a world where people unite and take action

to create lasting change ̶ across the globe, in our communities, and in ourselves.
RIの戦略計画に置ける４つの

優先事項は、
「より大きなインパクトをもたらす」
「 参加者の基盤を広げる。」

「参加者の積極的なかかわりを促す。」
「 適応力を高める」
です。
世界中のロータリアンが、
また静岡中央RCの皆さまが一緒に
「つながり」
を感じながらロータリーを推進し
ていくことを期待いたします。本日は、
ありがとうございました。

出席報告

委員会報告

月/日

9月9日
（月）

今回はありませんでした。

森川 委員長

出席者数

36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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