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国際ロータリーのテーマ
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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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□ 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「それでこそロータリー」●ソングリーダー：伊藤 晴生 会員
曽根田
充 会長の時間
鈴木 延幸
会長の時間
今日は、一段と寒くなりました。やっと冬らしくなったようです。最近、新型コロナウィルスによ
る感染が話題になっております。感染力が強く、
ＳＡＲＳの10倍だそうです。予防としては、
イン
フルエンザと同様に手洗い、
うがい、
マスクをして不用意に人ごみに行かない、
アルコール消毒
もこまめにすることだそうです。運悪く罹ってしまった際は特効薬はないそうですので、
お互い充
分に注意しましょう。
本日例会では、
「 半期を振り返って」
となっております。私の半期をお話します。会長をさせて
頂いてからあっと言う間の半年でした。清水中央との合同例会、
ガバナー訪問、
ダーツ大会、中
学生ラグビー大会、おしごと館、地区大会、年次総会、
クリスマス家族会と様々な行事を担当委員会をはじめ会員の
皆さんの協力を得て無事行うことができました。本当にありがとうございました。
私が本年度そもそも会長にと勧められた大きな理由ですが、
ラグビ―ワールドカップの年は、
「ラグビー好きの曽根
田がやれ」
とのことでした。15年前に始めた少年ラグビー大会に私がずっと関わってきてることと、
ラグビー協会と関
係ができてるからという事で、会長候補の推薦をいただきました。会長をやらせていただいたお陰で、エコパでのロシ
ア対スコットランドのドレスコードありのレセプションに招待されました。競技場駐車場から丁重にエスコートを受け
ＶＩＰルームへ案内され、県知事、大使館関係者、エリザベス女王の娘アン王女と早々たる顔ぶれの中、普段は踏み
入れる事のできない世界を経験させていただき、夫婦共々ロータリー会長の恩恵を受けさせていただきました。
そし
て、大変記念すべき一日となりました。
ここからあと半年、皆さまのご協力をいただきながら、楽しく有意義な活動を目指して行きたいと思います。
どうぞ今
後もよろしくお願いいたします。
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国際奉仕委員会CF、理事会
IM（14:30 ホテルアソシア） ※名札持参
休例会
外部卓話
休例会
静岡中央RC杯少年ラグビー大会
休例会
外部卓話 ・3/16 外部卓話
会員卓話
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■会員からのスマイル 総額／12,000円
花森会員
柳瀬会員
曽根田会員
川島会員
西野会員
安藤会員
相川会員
伊藤会員

結婚記念日55回目です。
お花ありがとう。
結婚記念日のお花ありがとうございます。
スマイルマンデーします。
スマイルマンデー。
スマイルマンデーします。
スマイルします。
結婚記念日のお花ありがとうございました。
静岡ガス野球部が2019年日本スポーツ賞優秀団体賞
を受賞しました。
スマイルします。

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

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

伊藤 晴生 会員

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

〜 半期を振り返って 〜
◆クラブ管理運営常任委員会 ［川島 啓晃 委員長］
出席、親睦、
プログラム委員会ともに問題なく運営できました。
スマ
イルに関しましては、
目標額88万円に向けて、前期は361,000円
を集めさせていただきました。
引き続きよろしくお願いいたします。
◆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ました。休みがちな会員にはお声
かけをお願いいたします。

◆ロータリー情報・新会員フェロー委員会［井尻 英雅 委員長］
伊藤会員につきまして、
オリエンテーションを行いました。下半
期も会員増強のお力添えをお願いいたします。
◆奉仕プロジェクト常任委員会 ［稲垣 信一郎 委員長］
10月19日ポリオ撲滅街頭募金活動、11月9日体感おしごと館
を開催し、皆様のご協力により社会に貢献できたと思います。

◆親睦活動委員会 ［安藤 寿弥 委員長］
清水中央RCとののど自慢合同例会、
ダーツ例会、
クリスマス家
族会を開催させて頂きました。皆様のご協力感謝いたします。

◆職業奉仕委員会 ［松下 慎一 委員長］
11月9日、第6回体感おしごと館ですが、大きなトラブルもなく
無事開催することができました。皆様の多大なご協力、誠に
ありがとうございました。

◆プログラム委員会 ［小澤 行雄 委員長］
今年度は外部卓話9、会員卓話3を予定しています。前期は
7/22、10/28、11/18、12/9外部卓話、7/9会員卓話をお願い
しました。

◆社会奉仕委員会 ［小谷野 陽子 委員長］
10月19日ポリオ撲滅街頭募金活動を行い、合計51,594円と
いう沢山の募金を集めさせていただきました。
ご協力ありがと
うございました。

◆会場監督委員会 ［花森 良郎 副委員長］
皆様のご協力により、問題なく運営できました。
くじ引き座席によ
り、会員相互の意思疎通を今後とも図っていきたいと思います。

◆国際奉仕委員会 ［三浦 新介 副委員長］
1月14日〜16日に曽根田会長、長嶋副会長、西野幹事、依田
副幹事が中和RCに行っていただき交流を深めました。

◆クラブ広報常任委員会 ［加藤 文昭 委員長］
一般の方にロータリークラブを知ってもらうために、山梨委員
長、
相川委員長に頑張っていただきました。

◆青少年奉仕委員会 ［稲垣 常任委員長］
今年度も3月1日
（日）静岡中央ロータリー杯少年ラグビー大
会を開催しますのでご協力をお願いいたします。

◆広報雑誌任委員会 ［山梨 由博 委員長］
9月30日ロータリーの友委員会の方に卓話をお願いしました。
体感おしごと感についてロータリーアットワークへ記事を投稿
いたしました。

◆財団・米山常任委員会 ［溝口 明範 委員長］
7月の財団セミナーに参加してきました。10月19日に社会奉
仕委員会とともに、
ポリオ撲滅街頭募金活動を行いました。

◆クラブ会報委員会 ［相川 洋介 委員長］
半年間、問題なく週報を発行できました。毎週テーブルに週報が
置かれていますので、特に休んだ方はしっかり読んでください。

◆ロータリ財団委員会 ［吉川 正宏 委員長］
地区ロータリー財団の方に卓話をお願いしました。
ロータリー
カード加入を推進ております。現状1名の加入で、今年度お願
いしている方の入会で合計15名になりますと、
クラブの地位も
上がるかと思います。
よろしくお願いいたします。

◆会員増強常任委員会 ［南條 恭有紀 委員長］
7月1日伊藤会員、11月18日大杉会員とロータリーに相応しい方
に入会を頂きました。7月8日CFを行い皆様にご意見をいただき、
それをもと8月26日までに戦略計画を作りました。安間ガバナーに
は大変お褒めいただきました。

◆米山記念奨学金事業委員会 ［望月 威男 委員長］
10月28日にベトナム人奨学生に卓話をお願いしました。奨学生の
受け入れにつきまして、
お金も時間も掛けなくて良く、誰でも出来ま
すので、是非カウンセラーを引き受けていただきたいと思います。

◆会員増強委員会 ［南條 恭有紀 委員長］
あと4名の入会を待っておりますが、
タイミングに苦労している状
況です。
しかし、間違いなく静岡中央RCに入会することになって
います。皆様に多くの情報をご提供をいただきたいと思います。
◆会員選考・職業分類委員会 ［上條 康則 委員長］
伊藤会員、大杉会員という素晴らしい方に入会いただくことが
できました。
後期も入会がありましたら仕事をいたします。

出席報告

委員会報告
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今回はありませんでした。

森川 委員長

出席者数

29名

・総会員数46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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