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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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Connects the World／ロータリーは世界をつなぐ」
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♪本日のロータリーソング「奉仕の理想」●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
ラグビー日本代表、
またまた熱いゲームを見せてくれました。土曜日に行われた対サモア戦、私は
今回も、
しっかり駿府公園ファンゾーンで応援して来ました。前回の対アイルランド戦の時より、
もっ
とすごい数のラグビーファンが集まり、試合が始まる頃には入場規制がかかるほどでした。超満員の
会場は大型ビジョンで盛り上がり、大変エキサイティングなひと時を過ごして来ました。
このままの勢
いで、今週末行われるスコットランド戦にも勝利し、予選を全勝して1位通過してもらいたいです。
ラ
グビー日本代表チームの大激闘に、
ますますラグビー熱があがることを期待しております。
さて、本日は平城京RCより、中窪実行委員長をはじめ4名の会員の皆様に、35周年記念式典の
招へいに、遠路にもかかわらずお越し頂きました。先ほど17時32分に静岡駅にご到着されましたが、19時26分の新幹線に
乗りとんぼ返りするというスケジュールだそうです。
お忙しい中、来静いただきました平城京RCの皆様に心から感謝申し上
げます。後ほど中窪実行委員長から、
ご挨拶を頂きたいと思います。
本日の理事会にて、中和RCとの姉妹提携続名式に、来年1月に行くことが決まりましたので、皆様にご報告させていただ
きます。
また、10月19日は社会奉仕委員会の担当例会です。
ポリオ撲滅キャンペーンとなりますので、会員の皆様ご参加よろ
しくお願いいたします。
最後に、
この3か月間スマイルへの皆様のご協力ありがとうございます。今月は例会数も少ないのでもこれまで以上にスマ
イルの程よろしくお願いいたします。

幹事報告

安藤会員

平沼 龍三郎 会員

■会員からのスマイル 総額／19,000円

・10/14 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
理事会
・11/4
振替休例会
・11/9
体感おしごと館
・11/11 振替休例会

三浦会員

スマイル報 告

依 田 邦彦 副幹事

ホットペーパービューティーのモデルを岡崎会員
につとめて頂きました。
平城京RC来訪を歓迎します。

溝口会員・長嶋会員・川島会員
平城京RCを歓迎して！
南條会員・柳瀬会員
奈良平城京RCの皆様が35周年のためにわざわざ
お越しいただきましたので、
スマイルします。
曽根田会員
平城京RCの皆様をお迎えして
針谷会員
半年分です。
望月威男会員 ラグビー日本チームの好成績に。
花森会員
平城京RC来訪を歓迎します。
岡本会員
結婚記念日月となり、
日常に感謝です。
上條会員
昨年度の事業報告書ができあがってますので、是非
目を通していただければと思います。
松下会員
本日クラブフォーラムにて
「体感おしごと館」
について
説明させていただきます。
よろしくお願いいたします。

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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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

職業奉仕委員会

松下 慎一 委員長

〜 体感おしごと館6 について 〜
6年前、久保田会員が企画し立ち上げた事業「体感おしごと館」
ですが、毎年み
なさまには多大なご協力いただいております。
ありがとうございます。
静岡市内の小学校4年から6年生を対象とし、体感を伴う職業体験を行うことに
より将来の職業をイメージし、夢の職業につなげていくということがコンセプトと
なっています。毎年約200名の児童の参加があり、保護者様用の講座も用意して
おります。
また、一般の方々にもロータリークラブを知ってもらうための機会にも
なっていると思います。
今年度は、11月9日
（土）、例会としてアイセル21を会場として開催いたします。児童の講座として、午前5
講座、午後5講座、保護者の講座として、
日本盲導犬協会様に
「盲導犬のデモンストレーション、講演」
を
お願いをいたしました。予算は地区補助金の申請で218,000円、
クラブより250,000円、合計468,000
円をお預かりいたしました。協賛として、静岡市葵生涯学習センター（アイセル）様、静岡市教育委員会の
後援をいただきました。
今年度の特徴としましては、各小学校に配るチラシを例年A4サイズでしたが、今年はA3の2つ折りで
見やすく、
より多くの情報を盛り込みました。新たな試みとして、
ポスターを作り、
アイセル様の協力で市内
各所に貼らせていただきます。皆様の会社などで貼ってもいいよという方がおられましたら、
ここに20枚
ほどございますので、お申し出いただければと思います。
これらの募集のバージョンアップによって、
どのくらいの応募があるか楽しみです。
当日ですが、奉仕プロジェクト常任委員会のメンバーを中心に作業をお願いしたいと思います。
なかな
か分かりにくいかと思いますが、詳細につきましては、今後、部屋の確定、講座人数の確定、講師からの
要望などをまとめさせていただきまして、当日の説明
になると思います。
また、私の方で勝手にメンバー表
を作ってしまいましたが、当日どうしても出席できな
いという方は、事務局か私までご連絡をお願いいた
します。
メンバーの構成を考え直します。
なるべく当日バタバタしないよう準備を進めてま
いりますので、ぜひ当日は出席いただきまして、子供
達のために、
ご協力をよろしくお願いいたします。

出席報告

委員会報告
・社会奉仕委員会（小谷野委員長）
10/19 青葉イベント広場にて
「ポリオ撲滅街頭募金運動」
を
行います。現在14名の参加です。少しでも多くの方の参加を
お願いいたします。
当日は30周年の記念ジャンバーの着用を
お願いいたします。

月/日

10月7日
（月）

川嶋 副委員長

出席者数

31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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