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【会長挨拶会長竹村淳一郎】 点鐘18：30です。

※その他

・例会終了後、今年度最後の理事役員会を開きます

理事、役員の方残ってください。

6月になりました。本日よ諺

クールビズの装いになります。

ここ数日夏日が続きました。私

は寒いより暖かいほうがよいの

ですが、暑すぎると、また駄目

で、タイへ行っても三日目でダ

ウンぎみになります。軟弱にそ

？

【出席報告 委員水谷隆一E口
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だってきたようです。冷夏になる予報がされています

がどうでしょうか。

先日新聞を見ていますと、富士山頂は静岡県？とい

う記事が載っておりました。国土地理院のネット地図

では国内最高地点の剣が峰は静岡県富士宮市と表示さ

れるそうです。今まで山梨県、静岡県どちらに位置す

るか決められなかったものが、いとも簡単に決まるも

のかと思われましたが、山梨側は、システム的になっ

ただけで両県とも仲良くやっているから便宜的に土地

価の住所が表示されても支障はない。と、言っている

そうで榛め事にならずよかったなと思いました。

今回の欠席者：石井、梅原、紀平、田島、玉置、土屋

（雄）、土屋（龍）、萩原、藤田、水口、山本

前々回のMU者：木内(5/14大津RC)

雨宮(5/16せせらぎ三島）

土屋(雄）（5/16せせらぎ三島）

山口(5/19沼津柿田川）

【ｽﾏｲﾙ報告委員大川公一
Ｌ

☆稲葉雅之(伊東西RC):天野地区で介護事業所「クラ

シオン伊豆の国」を運営しております。また水谷さ

んとはPTA仲間です。本日はお邪魔します。

☆山本良一（せせらぎ三島）：どうしてもお願いした

いことがございましておじゃましました。よろしく

お願いいたします。

☆水谷：稲葉さんようこそお越し下さいました。小さ

なロータリーバッヂに大きな広がりを感じます。こ

れからもよろしくお願い致します。

☆浜村：何となく（スマイル合計4,000円）

ゲビジター スト

･山本良一さん、山口辰哉さん（せせらぎ三島

･稲葉雅之さん（伊東西）

【 幹事報告】幹事中山博司

こんばんは、せせらぎ三島RCの山本会長、山口広報

副委員長、伊東西RC稲葉さんようこそ、いらっしゃい

ました。ごゆっくりお過ごしください。

《例会場．及び例会時間の変更》なし

※今後の例会予定

・次回6月10日は今日報告できなかった委員会の事業

報告と竹村会長の今年度総括です。

．次々回6月17日は次年度会長の方針と予算案の発表

です。

・6月24日は今年度最終例会で新旧役員交代会

◆「せせらぎ三島創立25周年」 会長山本良一

6月8日は弊クラブ25周年記念講演がございます。

ぜひお越し下さい。

・演題「逆境に立ち向かう」

・講師佐々木健氏（岩手県大槌町教育委員会）

職長ﾃー ﾏ『ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」】
r
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前々便

今 厄

出席総勢

22／31名

20／31名

出席率

70．972

64．52男

ﾒークアップ

26／31名

会員総調

修正出席蕊

83．87％

32名



1洋間事業実施船
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◆クラブ管理運営委員会副委員長中山博司

田島委員長が退会希望ということで、慰留に努めてお

りましたので委員長と引き継ぎの話ができませんでした。

竹村年度の活動重点項目であった｢会員基盤の維持拡大

と内部充実｣がうまくできず、今年度は新入会員もなく、

出席率も最低のものになってしまいました。

次年度は私が委員長を務めさせていただきますので、

今年度を反省し、次年度は魅力あるクラブにするための

クラブ運営をしたいと思います。

◆会 報 委 員 会委員長鈴木正紀

週報の記録掲載には、皆様のご協力がありまして、無

事に、一年間務めることができました。来年度も、ご指

名いただいたので頑張ります。ありがとうございました。

◆プログラム委員会副委員長勝呂隆

幹事の中山氏のはからいで委員長水口氏の留守はおか

げさまで計画通りに守られた様子です。一年間御協力下

さいましてありがとうございました。

◆SAA委員長古藤田博澄

期首に策定した活動計画に基づいて規律と伝統を守る

ことを第一に例会運営を行いました。

〈期首の活動計画〉

国際ロータリーの基本「奉仕の心と理想」を念頭に規律

と伝統を守り、厳格な例会運営を行う。

例会への参加意識の高揚と会員同士の交流を通し「友情

と信頼」を深める事ができるような例会運営を心掛ける。

ゲスト．ビジターに対し親切丁寧な対応を心掛ける。

クラブ全体の品位・威信に配慮する。

◆広 報 委 員 会委員長長友範充

広報委員会の役割は、ロータリーに関する情報やクラ

ブの活動を一般の人々に伝え、またロータリーのイメー

ジを向上させることです。

今年度広報委員会としては、竹村年度のメイン事業で

あり、地区R財団補助金事業でもある、清掃甲子園ビフ

ス贈呈事業に静岡・日々両新聞社を招き、取材と新聞掲

載を行っていただきました。また、今月号のロータリー

の友にも「地域清掃活動にビブス贈呈」という題で、こ

の事業の記事を掲載していただきました。

その他、昨年度からの懸案でありました当クラブのHP

作成に関しましても、とりあえずの目処を付けることが

出来ました。次年度より公開できると思います。

以上、メンバーの皆様には御協力ありがとうございま

した。

◆奉仕プロジェクト委員会委員長福田儀 市

・奉仕活動委員会、新世代委員会、米山委員会との連携

を図る。

、伊豆総合高校のIACのサポート

・伊豆箱根鉄道沿線の大清掃

・タイの子供達への教育支援

・田方少年野球大会への協賛、参加

全体として50％の達成率だと思います。修善寺駅前の清

掃が印象強いです。だれにでも出来る奉仕活動に参加す

るのもそれなりに意味があると思います。

◆新世代委員会委員長水谷隆一

新世代委員会では伊豆総合高校IAC提唱クラブとして

の役割を主眼に活動してきました。

9月3日、新世代月間には青木校長始め担当教諭、生徒

諸君に参加頂き新世代フォーラムを行いましたが、学校

での定例会は7月12日、1月24日の2回だけとなり、担当

教諭の交代の難しさを実感しました。然し、11月17日、

日大三島高校での地区IAC指導者講習会や2月の地区大会

にも参加頂き、徐々にではありますが、地区活動を意識

した年度となりました。

終わりに、次年度以降更なる活動支援を通じて、地域

に根差した伊豆中央RCの新世代奉仕が実現される事を希

望します。

皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。ありがとうご

ざいます。

◆米山委員会委員長雨宮演邦

米山委員会の活動は次の通りです。

まず資金は2つの形で頂いております。

1.米山記念館へ賛助会員として、お一人3,000円を頂き、

全員登録致しました。

2.ロータリー米山記念奨学会として、お一人5,000円を頂

き、全員登録致しました。

トータルで10万円以上（20年）になりますと、功労者と

して表彰されます。当クラブでは、お二人が功労賞を頂

いております。

次に活動ですが、記念館では、春、秋2回の例祭が行わ

れます。本年は4月26日でした。秋は9月13日を予定して

おります。本年は45周年記念例祭になります。盛大にお

祝いしたいと思います。こぞってご参加下さい。

◆ロータリー財団委員会委員長山口和拡

昨年7月の新年度を迎えるに当たり、年初より色々準備

して参りました。xiorと言いまして地区への覚書提出、

補助金事業計画の提出、補助金振り込み専用口座の届出

等です。平行して修善寺大掃除に参加、インターアクト

例会に出席しました。9月8日グランシップヘ竹村会長と

財団セミナーに出席しました。10月22日例会にて卓話と

して、ロータリー財団について報告し、国際ロータリー

財団の年次報告をネットからダウンロードし、製本し会

員に配布しました。地区財団の目標の一つでありますロ

ータリーカードの推奨もしています。先ずは自分からと

思い、申請し交付してもらい、現在使い勝手を検証して

います。今年になり、1月26日に、ビブス（チョッキ）

の交付式を行い、広報委員会の協力により、静岡、伊豆

日日に掲載されました。2月の理事会にて、事業の内容に

ついて意見を求めました。会長から出来るだけの大勢の

会員が参加できる事業が理想との提案がありました。

次年度の事業の締切も近いので会員にアンケートを配

りました。4月6日グランドホテル浜松での地区協議会は、

長友副委員長に出席してもらいました。クラブの計画書

の新長期計画に、財団プログラムへの参加とうたってお

ります。自分の実行力の無さで、次年度は簡単でいいから、

皆で行える日と内容を吟味したいと考えております。
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二【 幹事報告会長挨拶 幹事中山博司会長竹村淳一郎

日曜日、せせらぎ三島ロータ

リークラブ創立25周年記念式

典、講演に出席して参りました。

記念講演では，「逆境に立ち向か

う」と題して、岩手県大槌町

教育委員会事務局生涯学習課長

兼図書館長の佐々木さんが講演

《例会場及び例会時間の変更》

・三島西RC6月12日（木）夜間例会ブケ東海三島

．せせらぎ三島RC6月13日（金）休み

※今後の例会予定

・次回6月17日の例会は、竹村会長に次年度の方針と

小林次期幹事が欠席しましので代わって会長に次年

度予算案を発表していただきます。

・6月24日の最終例会は新旧役員交代会です。後ほど

石井親睦・友好委員長より時間等の発表があります。

※その他

・先週の理事会において田島、水口両君の退会が了承

されました。二人にはずっと慰留してきましたが、

体調があまり良くならず残念ですが退会されます。

・名誉会員植松楯彦氏は、次年度も名誉会員として

クラブに在籍することが承認されました。

・今日は先週発表出来なかった委員会報告と会長の

2013～14年度総括を行います。
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されました。震災で被災されど本人もいまだ仮設住宅

に住まわれ業務にあたっているそうです。

復興計画についての話の中では、14.5メートルの防

潮堤を作ることに対する問題や、復興には自然と歴史

と文化を考え併せていかなければならない。復興はい

つになることやら、ため息も出よう。けれど、そこに

暮らす人間は、コンクリートの中ではなく、自然と歴

史と文化と共に生きている、はずである。と述べられ、

また、図書館に本がまだ不足しているので寄付を募っ

ている。との話もされていました。

講演を聞き、私は、被災者の方々の復興は人々のア

イデンティティーの深くまで探る必要があり、それを

反映できるようにすることが非常に大変だが必要だ、

と感じました。

次の記念式典では、志田ガバナーの挨拶があり、職

業奉仕、青少年育成に取り組むことの必要性を話され

ました。せせらぎ三島RCのお馴染みのハンドベルクラ

ブの演奏がありましたが、ここで解散されることにな

ったことも告げられました。終了後、周年事業の意義は、

過去を振り返り、現在を見つめ、将来を考えることに

あるのではないかと感じました。わがクラブの50周年

には、メンバー一丸となって頑張りましょう。

‐
L

1出席報 玉置 敏二出
生
巨 委員長 置敏

今回の欠席者：木内、田島、浜村、藤田、水口

前々回のMU者：水谷(5/27Eクラブ）

■ｽﾏｲﾙ報告委員長石井政一
☆雨宮：前回定例会に於いては、木内さん大変お助け

頂きありがとうございました。お陰様で無事スピー

チできました。

☆土屋(龍）：新じゃがの季節です。7種類あります。

10kgと5kg詰で用意しています。お試しください。

（本日のスマイル合計11,000円）

【慶事発表
･小林貞博

･萩原真琴

･石井政一

入会記念蔓
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前々回

今回

出席総数

27／31名

26／31名

出席雪

87.1％

83．87％

ﾒークアップ

28／31名

会員総謝

修正出席率

90.32％

32名



委員会実績報告匡亘

◆親睦委員会委員長石井政一

8月13日狩野川花火大会が8月3日土曜日に行われ、会

員22人御家族18人と盛大に行うことができました。

8月11日親睦ゴルフ大会が大仁c.c.で猛暑の中行われ、

14名がエントリーし、優勝は竹村会長でした。

9月13日京都乙訓RCの例会に打合せに行ってまいり

ました。

9月24日あづまやさんでの親睦例会

11月23日京都乙訓との合同例会並びに親睦会が伊

豆の国正平荘にて、会員家族30名、京都乙訓RCよ

り24名と多く参加していただきました。

11月24日西伊豆観光、駿河フェリーに乗船し、海上

からの富士山を堪能しました。

12月24日富士箱根c.c.にてのクリスマス家族会。

2月25日ゑびすやさんにての親睦会

4月19日相模原西RC交流会がサンバレー富士見にて

盛大に行われました。翌日4月20日伊豆の国市の観

光、並びに海で魚釣を楽しんでいただきました。

今年度も残す所あと2回の例会で終了します。スマ

イルに対して今以上の協力をお願いします。今現在

（705,000円）となっております。

6月24日18：30分より新旧役員交代会、サンバレー

富士見。会員皆様のご協力のお陰様をもちまして、

親睦、友好行事を実施する事ができました。誠にあ

りがとうございました。

◆出席委員会委員長玉置敏

毎例会に出席率を報告し、なるべく出席していただ

けるように活動してまいりました。12月のクリスマ

ス家族会の席上、出席優秀な会員を表彰した。

◆会員増強委員 会委員長土屋龍太郎

5名の増強目標に対して、3名の退会という結果で

した。委員会の活動としては、3回のフォーラムを担

当致しました。8月20日は、「職業奉仕を理解して、

増強に繋げよう」をテーマに、12月17日は、「ロー

タリーモーメントを共有し、増強に繋げよう」をテー

マに、4月15日は、定款・細則の変更をテーマに、ロ

ータリー理解の促進を意図しました。増強は難しいと

しても、退会者を出さないことに留意したつもりでし

たが、残念です。

◆奉仕活動委員会委員長山本裕二

ここ数年に、伊豆中央RCで行われた、もしくは関

わりのあった奉仕活動事業の関連性を持ちながら、伊

豆中央RCへの地域理解を含めた独自の事業を模索し

ました。目途がつき次第実施すべく準備しています。

皆様のご協力をお願いします。

，
◆2013～14年度総括会長竹村淳一郎

一年間の総括をする時が来ました。皆様には、大変

お世話になりました。一年が過ごせたのは、皆様お一

人お一人にフォローして頂いた力であり、私の力が、

如何に微力であるのかを痛感しました。

年度当初5つの項目について目標を掲げました．

1.会員基盤の維持拡大につきましては、2名の退会

者をだし、増強ままならず惨敗の状況でした。増強

の難しさを蒲感する一年でした。地区全体におきま

しても減少が続き、増強難しい時代でありますが、

引き続き皆様の御協力をお願い致します。

2．100パーセント出席例会につきましては出来ませ

んでしたが、例会出席はロータリーの基本であると

思います。出席率の向上は、伊豆中央ロータリーの

更なる発展に繋がるはず、と思います。

また、有意義な会の運営を行うこと、炉辺会合、テ

ーブル会、友情を深める会につきましては、炉辺会

合を2度ほど催して頂きまして、お互いの考え方を

理解し合い、取り敢えずよかったのかなと思います。

次年度はぜひ活発に行っていただきたいと思います。

3．地域社会に適した奉仕プロジェクトにつきまして

は、新世代奉仕として伊豆総合高校のインターアク

トクラブ活動に対してのサポートが、前年に引き続

き行うことができたのではないかと思います。が、

公立高校の宿命で管理責任者である校長先生の転勤

により4月以降基本的な学校側の対応についての答

えが、まだ出ていないということで、答えが待たれ

るところであります。ご尽力いただいています皆様

には、難しいことではありますが、次年度に置きま

しても引き続き、対応をお願い申し上げます。

また、財団交付金を利用した伊豆総合高校とNPO

サプライズとの修善寺駅前大掃除に参加し、ビブス

を寄贈する地域社会奉仕プロジェクトを行いました。

昨年度突然、地区から奉仕プロジェクトに対し財団

交付金を支出する通達があり2月までに計画申請を

出すよう迫られ、企画実行した奉仕事業でありまし

た。そのいきさつを思いますと対応して頂いた関係

者の皆様には誠に有難うございました。そして、駅

前大掃除の継続と、交付金を利用した事業につきま

しては、関係委員会で検討し次年度計画立案をお願

い致したいと思います。本年度は、財団に対して計

画立案が、間に合わず見送りしましたが、来年度に

は、是非、皆様から素晴らしい財団交付金奉仕事業

計画の提案をお願い致します。

4．伊豆中央ロータリークラブのホームページの制作

につきましては、本年度は、完成に至りませんでし

たが、次年度開設されることになりました。クラブ

の紹介に大きな力となることと思います。

F－－．
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5．米山記念奨学生につきましてはリ・ギョウリンさ

んを受け入れ、土屋雄三君にカウンセラーになって

頂きました。そして、リさんの出席する最終例会て

の感謝の言葉を聞きまして、皆さんもこの事業の意

義深さと、重要性を再確認されたのではないかと思

います。

5項目以外に、親睦・友好委員会は、本年度二委員会

に伴い会員減少で統合いたしました。家族会、親睦例

会、京都乙訓RCと、相模原西RCとの交流会多岐にわ

たり対応して頂き、そのハードな事業を成し遂げて戴

きましたことに感謝申し上げえます。

以上、ここに至りまして、一年間反省すべきことは、

多々あると思いますが、ロータリーの友情に免じてご

容赦願いたく申し上げます。

改めて今日にいたるまで、全ての委員会と会員の皆梢

の支えで本日まで来られましたことに、感謝申し上阻

ます。

また、次年度につきまして私が継続して会長職を担う

ことになりましたが、私は、皆様が選択の大きな間這

いを犯したのではないかと心配している所であります

次年度の成果が上がらない時には、皆さんの会長選抄

のミスであったことになります。只私は、私の至ら晩

箇所は、皆さんが、間違いなくきちんと穴埋めをして

くれると思っていますので安心しています。

精一杯、職を務める覚悟です、皆様の御協力とご指箪

を頂きながら次年度もよろしくお願いいたします。
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伊豆中央ロータリークラブ
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週報第2356回例会
2014.6.17(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見

W杯日本人サポーター

2013-'14Rl会長ロンD.パートンガパナー志田洪顛

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-1

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:(司会)福田儀市(SL)古藤田博澄 斉唱「それでこそロータリー‐

【会長挨拶会長榊嘉一郎 自分だと確認するには、まだ時をかけないと自覚でき

ません。若い時は70歳になれば|吾りも得、物事の本質も、

何もかも見通しができ、達観した人生観の上に安楽な

安陰な心境が得られると期待していました。今日74歳

を迎え、いまだ全く迷いに迷っている自分にがっかり

しております。

先週金曜日、伊豆総合高校の

第12回インターアクトクラブ

定例会が開かれました。

当会から13名の方々に参加して

いただきまして、ありがとうこ

ざいました。生徒会の活動実績

と今後の予定について報告が毒

P

【幹事報告 幹事中山博司到
一■

6月13日、伊豆総合高校インターアクトクラブの例

会へ出席されたメンバーの皆さんご苦労さまでした。

志田ガバナーよりまだ未決定だったガバナーノミニー

が決定したことが公表されました。2016～2017年度

ガバナーは清水中央RC会員生子哲男（しょうじてつ

お）さんです。

《例会場及び例会時間の変更》

・三島RC6月25日(水)さよなら例会リオ

・三島西RC6月26日(木)さよなら例会ブケ東海三島

．せせらぎ三島RC6月20日(金)夜間例会ブケ東海三島

6月27日(金)さよなら例会ブケ東海三島

※次回例会の予定

・次週6月24日は新旧役員交代会です

※当クラブの予定

・24日の最終例会後、飯田鍵吾さん、長友さん、中山、

そして私の友人の4人でトンブリRC表敬訪問と毎年

行っていますチェンライのホイマッケン小学校へ行

ってきます。次年度こそ多くのメンバーと訪問した

いと思っています。

りました。続いて三島RC加藤会員からインターアク

トとはと題して卓話をして頂きました。日大三島高校

で教師として携わった立場からの説明も含めてのお話

でした。同じく稲葉会員からも20年インターアクトに

関わってきた感想、状況説明も披露して頂きました。

新しい校長先生もご挨拶をされまして、インターア

クトを通じて学校への協力を求められました。

地域奉仕として、将来を担う子供たちのため、IAC

はわがクラブの効果的事業であると、気持を新たにい

たしました。参加された会員各位もIACの効用を感じ

たのではないかと思います。引き続き皆様のご協力を

お願いいたします。

"

慶事発表

【ｽﾏｲﾙ報告委員雨宮演邦・雨宮演邦6月23日会員誕生日

・竹村淳一郎6月21日入会記念日

・浜村真由美6月13日夫君誕生日

・木内昭夫6月14日奥様誕生日

・古藤田博澄6月30日奥様誕生日

《誕生日の一言》

雨宮演邦：お蔭様で74歳になりました、何か人様の様で、

自分の歳と自覚することができません。74歳のことを

☆田島：長年にわたり大変お世話になりました。皆様

のご厚情に感謝申し上げます、誠に有難うございま

した。伊豆中央ロータリークラブのご発展と、会員

皆様のご活躍をお祈り申し上げます。

☆長友：今年もストーニーブルック大学の坐禅、温泉

体験を行いました。雨宮さん、山口さん、ご協力あ

りがとうございました。

【 豊かな人生を‘‐m会長ﾃｰﾏ「ロータリーを実践しみんなに



☆藤田：今週末、21日（土）、22日（日）アクシス

かつらぎにて、いず夢の公演があります。是非笑い

にいらして下さい。

☆玉置：何となく。（本日のスマイル合計25.000円）

■出席報告副委員長萩原真琴
出席総勢 出席率 メークアップ 修正出席率

前々厄 20／31名 64．52％ 24／31名 77.42％

今厄 22／31名 70.97％ 会員総勢 32名

今回の欠席者：小島､小林､田島､土屋(源)、土屋(雄)、

土屋(龍)、浜村、水口、山本

前々回のMU者：玉置(6/6せせらぎ三島）

土屋(雄）（6/6せせらぎ三島）

紀平（6/12三島西）

梅原(6/13IAC)

【次年度計画と予算審議ｸﾗブ協議会 】
会長竹村淳一郎

本日は次年度の計画案と予算案につきまして、皆様

からご意見やご提案をいただくクラブ協議会です。

例年通り3月にPETSが開かれ、4月に地区協議会が

開かれました。すると、否応なく次年度のスタートが

切られた思いになります。次年度の理事役員、委員長

さん方の顔ぶれもそろい、あっという間に今日を迎え

ています。

PETSでは、岡本一八ガバナーエレクトが次年度方

針を話されました2014-2015年度、ゲイリーC.K.ホァ

ンRI会長の「ロータリーに輝きを」もたらすことがテー

マであることを紹介され、会員増強を最優先課題とし、

社会ニーズが50年前と大きく変化している今、私た

ちの考え方もチェンジすることが必要。過去から目線

からではなく未来目線で新たな環境に適応し、チャレ

ンジしていこう、ということでした。

今、社会はグローバル化が進み、経済構造の変化が

進み、格差社会、高齢化社会が進んでいます。構造

変化が起こる・・・その為ロータリーの会員は減少→

クラブ資金の減少、メンバーの意識変化マイナス意

識に陥ることは、ロータリーの衰退につながります。

しかし、ロータリーの基本理念は不変です。平和と

幸せを追求し続けることは、なにも変わりません。ロー

タリーが誕生した時代は今と比べられないほど厳しい

時代でした。

それから100年、ロータリーは、積み重ねられた叡智

を次の時代に役立て、社会の変化に合わせた組織づく

り、新しい奉仕プロジェクトを展開して来ました。

我々は、多くの先輩方が作り上げた伊豆中央ロータリー

クラブの歴史を継承し、次の時代に引き継ぐ使命を帯

びています。そのために、今一度ロータリーについて

理解を深め、社会奉仕活動を発展させるため、地味な

ことと考えますが、会員相互がお互いの理念を理解し、

意思疎通を図りながら、委員会活動にそして、伊豆中

央ロータリークラブを発展させるため大いに炉辺会合

で思いを披露していただきたいと考えます。是非、炉

辺会合を開催してくださいますようお願いいたします。

当クラブでは大きな事業は今年も予定されていませ

んが、来年伊豆中央RC創立50周年にあたり、伊豆中

央RCの先輩方の活動に尊敬の念を捧げ、次の時代に

引き継ぎ発展していくにあたり、50周年を記念する

周年事業を行うことが必要と思います。そのため、周

年事業準備委員会を立ち上げ、事業を計画し検討、準

備を進めたいと思います。皆様には全面的なご協力を

お願いいたします。

新長期計画は、3年目を迎えます。

皆さんご承知の通り4項目の目標

1．クラブ活動基盤の強化

2.奉仕プロジェクトの進展

3．ロータリー財団支援

4.指導者の育成

計画達成のため各項目発展継続して行きたいと考え

ます。本年度、「クラブの体質強化、会員基盤の維持

拡大と内部充実」を基本にして進める目標にいたしま

したが、達成は道半ばであります。よって次年度も同

じく「クラブの体質強化、会員基盤の維持拡大と内部

充実」を基本目標として追求し続けて行きたいと思い

ます。

例会における、会員卓話につきましては、プログラ

ム委員長にお願いいたしました。それは、昨年度の職

業奉仕セミナーで他クラブの出席者から同じクラブの

メンバー同士の職業をよく知らない、という話が出ま

した。すると同席のほかのクラブからも知らないとい

う話が出て、わがクラブではどうなのか、疑問に思い

ましたので、何度か卓話された方も、時がたち人生観

が変わってきているかと思います。皆様の貴重な職業

奉仕に対する考え、取り組み方、ロータリー観、最新

状況を色々ご紹介して頂けたらと思い、制限するもの

ではありませんが、できる限り会員自身の卓話でお願

いしたいところであります。

友好クラブへは訪問の年であります。京都乙訓クラ

ブからは7月早々こちらに4名の方があいさつに訪問

をされる旨連絡がありました。相模原西クラブも先日

の来訪時にはこちらからの訪問を機会に、更に友好関

係が深まるようにしたい、とのお話を頂き、両クラブ

の熱い思いに応えていかなければならないと考えます。

また、国際奉仕としてタイ・トンブリクラブとの長

い関係も将来どのような付き合い方をしたらよいのか

考えていく必要があると思います。私見ですが、トン

ブリRCの主に交流に対応して頂いている会員の皆さ

まの高齢化に、どう対応変化するか一つの問題ではな

いかと思われます。

IACについては、関係する先生の交代で学校側の見

r-面
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直しがされることと思いますが、継続発展できるよう

願うところであります。昨日の第'2回インターアク

ト定例会におきまして生徒会関係の活動実績と今後の

予定について、報告を生徒会長から聞き、また校長先

生にご挨拶をいたしました中での話では、IACを通じ

学校への協力を望まれていました。

地域奉仕として未来に向け、要となる事業ですので会

を挙げて取り組みたいと思います。

財団交付金の次年度計画に付きましては、取り組み

を財団委員会で検討のほどよろしくお願いいたします。

次年度奉仕プロジェクト委員長からは、大仁の水晶

山をテーマにした事業を企画されていることを少しご

案内頂きました。興味がわく事業になると思います。

皆様のご協力を仰ぐことと思いますがよろしくお願い

いたします。

総花的に、すべての事業が満足できる事業として、

人的、予算的に行うことは難しくなってきていると思

います。事業完成のため、厳しいなか各委員会の皆様

にはこの時代の変化に対応し、それぞれの委員会での

検討課題やテーマの達成に向け頑張って頂きたいと思

います。そして、一年間楽しく、充実したロータリー

活動ができますようお願いいたします。

わがクラブの会員の多様な意見が反映され、ますま

す輝きを増した伊豆中央RCを見た人々が私も入会し

たい、と思われるようなクラブであり続けたいと思い

ます。

会員増強は、今すべてに優先されるところだと思い

ます。

私の、能力の限界を超えた業務は、皆様にすがるしか

ありません、多様な会員の皆様の力で、会員増強お願

いいたします。

蛇足ですが、伊豆中央ロータリークラブ・定款第10条、

第5節(a)会長を除く役員の任期。各役員はクラブ

細則の定めるところに従って選挙されるものとする。

会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就

任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ

適格となるまで在任するものとする。とありますので、

適格となるまでは、‐'一分責任をもってご協力お願いい

たします。

私自身、誠に微力ではありますが励んでいく所存で

おります。

皆様方のご支援をお願いして以上で次年度計画案とさ

r 可
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せていただきます
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伊豆総合高校IAC定例会 26.6.13
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W杯GL敗退選手とサポーター

2013-'14Rl会長ロンD.（－トンガバナー志田洪顛
会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市

可

【 会 長挨拶、会長竹村淳一郎
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先日、劇団いず夢の公演を観劇いたしました。

古藤田会員のユニークさと、藤田会員の流石プロの演

劇を楽しませてもらいました。

金にまつわる物質的な欲望が全てに優先して、人々は

風潮に流されているだけのこの時代、夢を持とうとい

うテーマの話でしたが、確かにロータリーにおいても

少し夢が萎んでいるように思います。

本年度，自分では慌ただしく過ぎてしまった一年で

ありました。皆様のご協力で何とか今日を迎えること

ができました。未熟者がもう一年務めることになりま

したが、来年度、いえ、今日から、萎んだ夢が是非大

きく膨らみますよう。そして、その夢が実現できます

よう、皆様のご協力をお願い申し上げます。今年一年

間のご協力に感謝申し上げるとともに次年度も引き続

き更なるご指導、ご協力をお願いいたしましてこの一

年を締めくくりたいと思います。

一年間ありがとうございました。
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Rl第2620地区Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第23Sう回例会

2014.6.24(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-、

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

斉唱「我等の生業」

【幹事報告 幹事中山博司

本日の報告は特別ありません。

会員の皆様には一年間ご協力あ

りがとうございました。

例会後タイ．トンブリRCへα

交流へ出立いたします。

ド
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【出席報告委員長玉置鼠

出席総数 出席率 ﾒークアップ

前々回 26／31名 83．87％ 27／31名

今回 23／31名 74．19％ 会員総数

今回の欠席者：紀平､小島、田島

士屋(雄)、浜村、

藤田、侭田、水口

前々 回のMU者:木内(6/15柏東）

修正出席率

87．1％

32名

【ｽﾏｲﾙ報告委員長ﾓ洪政一
☆竹村：一年間皆様御協力あ龍

がとうございました。

☆出席者全員：一年間ありがと

うございました。

（本日のスマイノ姶計24000円）
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RI会長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
L



【新旧役員交代会一一
一

后

ー

新SAAへテーマ旗進呈SAAより会長に年度テーマ旗贈呈

F一告．

－年間ありがとう達

匠三‐

中山幹事へ副幹事よりおつかれさま…。 あざやかな締のタクト福田SL
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乾盃！！飯田会長 〆の音頭も楽しく…雨宮会員


