THE ROTARY CLUB OF SHIZUOKA - CHUO DIST. 2620

2021-2022年度

国際ロータリーのテーマ

weekly bulletin

□会 長／川島 啓晃
□ 副 会 長 ／ 依 田 邦 彦 ・ 溝 口 明 範 ・ 南條 恭有紀
□ 幹 事 ／ 三 浦 新 介 □ 副 幹 事 ／ 川田 英史

四つのテスト
I . 真実かどうか
II. みんなに公平か
IV. みんなのためになるかどうか
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シェカール・メータ 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

ゲス ト

令和3年7月5日（月）

第1256回 例会
第1503回

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

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

国際ロータリー第2620地区
静岡第3グループ ガバナー補佐
清水北RC

八木 伸廣 様

国際ロータリー第2620地区
静岡第3グループ ガバナー補佐 事務局
清水北RC

望月 重伸 様

♪本日のロータリーソング「奉仕の理想」●ソングリーダー：小澤 進也 会員
川島
啓晃
会長の時間
鈴木
延幸
会長の時間
新年度が本日よりはじまりました。
どうぞよろしくお願いいたします。長嶋前会長、依田前幹
事、一年間ご苦労様でした。
今年度は副会長３名、依田副会長・溝口副会長・南條副会長、理事３名、大杉理事・安藤
理事・松下理事、そして新に監事を寺尾先輩にお願いし、三浦幹事、川田副幹事のもと、
３５
周年の年を運営をさせていただきます。
新しい組織変更のもと、例会２４回、委員会１２回と、例年とは違うことに戸惑うと思います
が、皆さんと共にチャレンジしていきたいと思います。
本日は、新会員３名が入会していただき、総勢４３名のスタートとなりました。新会員の皆様有難うございます。紹
介者の増田会員、増強委員長の川田会員有難うございました。そして本日は、八木ガバナー補佐の公式訪問でも
あります。後程会長方針を発表させていただきますので、少し短めですが会長の時間とさせていただきます。一年
間宜しくお願いします。

幹事報告

・7/5 CF ・7/12 ガバナー公式訪問（ジャケット着用）
・7/19 休例会 ・7/26 委員会
・8/2 理事会 CF（会員増強）
・8/9 休例会 ・8/16 休例会
・8/20 納涼例会（クロスロード）
・8/23 休例会 ・8/30 委員会
・結婚記念のお花について
（4,000円に変更）
・熱海土砂災害募金（特別会計より50,000円）
・7月の誕生日
寺尾会員、
長嶋会員
・7月の結婚記念日
小澤会員、
稲垣会員、
三浦会員、
依田会員、
赤堀会員

岡崎会員
小林会員
小澤会員
山田会員

スマイル 報 告

三 浦 新介 幹事

今年度もたくさんのスマイル宜しくお願い致します。
今年度一年間宜しくお願いします。
昨日は結婚記念のお花ありがとうございました。
今年度も宜しくお願い致します。
川島新会長、
理事の皆様、
今年度一年宜しくお願い
致します。

■会員からのスマイル 総額／48,000円
川島会員
依田会員
溝口会員
南條会員
三浦会員
川田会員
寺尾会員
望月威男会員
柳瀬会員
長嶋会員
大杉会員
井尻会員
松下会員
安藤会員
増田会員
相川会員

今年一年間宜しくお願い致します。
一年間宜しく御願いします。
本日から川島年度がスタートします。一年間よろしく
お願いします。
川島会長の船出を祝すと共に、
新入会員の入会を
心より歓迎いたします。
今年一年間よろしくお願い致します。
今年一年よろしくお願いします。
川島年度の船出を祝して。
また7月4日で74歳です。
今年度もよろしく
！
八木ガバナー補佐のご訪問を祝して。又、
今年度の
役員の皆様のご活躍を希望します。
新会員の皆様、
入会おめでとうございます。
川島会長、
一年間ご苦労様です！
今年度のスタートにスマイルします。
川島年度一年間よろしくお願いします。
新会員オリエンテーションしっかりおこないました。
会員増強・米山常任委員会です。
一年間宜しくお願い致します。
今年度一年間よろしくお願い致します。
一年間宜しくお願いします。
スマイルマンデーします。

静 岡 中 央ロータリークラブ 週 報
クラブ会報委員会

ホームページ http://shizuoka-chuo-rc.jp/

岡崎 秀威 会員

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
◆会長方針 ［川島 啓晃 会長］
皆様 本日沢山のスマイル有難うございます。
目標は６０万円となってありますが、
今後もスマイルご協力を宜しく
お願いします。
さて、会長方針の中段に「ロータリーは本当に今のままでよいのか、
クラブは本当に会員の力になれるのか、
ロータ
リーは地域に何ができるのか」
と書かれている文面があります。今年度の小林ガバナーの言葉から引用しました。
コロナの影響でクラブの例会、親睦が思うように行かない状態が続いている今日、今年度３５周年の年に組織変更
をし、委員会活動を積極的におこないメンバー同士の親睦・懇親・結束を深めて頂くことが今年度の一番の事業です。
３５周年は単なる通過点です。
４０年、
５０年、
いや１００年続くクラブになるため皆さんが参加して頂き、
チャレンジの一年にしていきたいと
思います。一年間宜しくお願いいたしまして、
会長方針とさせていただきます。

〜 委員会計画発表 〜
◆奉仕プロジェクト常任委員会 ［大杉

淳 委員長］

体感おしごと館はコロナの関係で中止となります。
ポリオ撲滅活動につきましては、
11月28日に静岡西RCの行事と一緒に活動
いたします。確定ではありませんが、
3月13日静岡中央RC杯少年ラグビー大会が開催されれば継続的に応援していきます。

◆クラブ管理運営・広報常任委員会 ［安藤 寿弥 委員長］
川島会長よりお話がありました通り、
変革の年になります。本年度の例会席は、
委員会ごとでお願いします。
スマイルにつきま
しては、
委員会ごとでの発表となります。
また、
出席につきましても、
委員会ごとに「出席率」
を算出します。
そして、
出席率の一
番低かった委員会から、
翌月の第一例会時に「ソングリーダー」
をやっていただきます。
ユーモアを持って、
ユニークな発想で
愉快な委員会で一年間やりたいと思います。

◆会員増強・財団米山常任委員会 ［松下 慎一 委員長］
会員増強5名の実現が目標としました。職業分類、
ロータリー情報、
新会員フェロー委員会などは、
新会員が入らないと活動
がありませんので、
これらの委員会が活躍できるように入会者を増やしていきたいと思います。
また近年、皆様の頑張りで増
強はできております。純増するためには、
会員の退会防止が大切となります。親睦委員会と連携して、
魅力あるクラブ作り、
会
員一人ひとりが活躍できる仕組みを作っていきたいと思います。

◆35周年実行委員会 ［溝口 明範 委員長］
委員は会員全員ですので、宜しくお願い致します。35周年式典・祝賀会は来年4月23日、
中島屋にて行います。市長の出席
は寺尾会員にお願いしました。
ガバナーの出席も事務局からお願いしております。
まだそのくらいしか決まっておりません。
中
和RC、
平城京RCなど遠方の方々は呼ばない予定です。随時委員会を開いて、
皆さんと検討していきたいと思います。CFも
1度か２度やらなければならないと思います。
ご協力のほど、
宜しくお願い致します。

◆ガバナー補佐あいさつ ［八木 伸廣 様］
今年の2月初めに、
国際ロータリー会長のテーマが発表になりました。会長は、
インドのシェカール・メータさんです。
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
目標は、会員を増やして、
ロータリーへの参加者基盤を広げよ
う。
そして、
世界に奉仕して、
より大きなインパクトをもたらそうというものです。
もっとも重要な課題は会員増強です。世界のロータリーの会員数は約120万人ですが、
これを来年7月1日までに
130万人に増やそうというものです。
その為に、
各ロータリアンが新会員一人を入会させよう。
本年度の当地区のガバナーは、
甲府北RCの小林聡一郎さんです。
ガバナーは、
新たな時代を生きるロータリー、
そして、
新たな時代に一歩二歩前に踏み出そうと呼びかけておられます。
新年度が始まる大切な日に訪問せざるを得ませんでしたことをお詫びし、
またこの一年、
貴クラブがますますご発展されることをお祈
りして、
訪問の挨拶とさせていただきます。
（一部抜粋）

出席報告

委員会報告
・新会員入会式
赤堀 英立 会員
佐野 拓也 会員
藤田 能央 会員

岡崎 会員

7月6日（月）
奉仕プロジェクト常任委員会
クラブ管理運営・広報常任委員会
会員増強・財団米山常任委員会

83%
78%
70%

全体
76%

・総会員数43名（出席義務会員37名＋出席免除会員6名）
〜出席率向上へのご協力をお願い致します〜
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