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2018.07.24（火） 於 サンバレー富士見 
週報 第 2５40回例会 

伊豆中央ロータリークラブ 
RROOTTAARRYY    CCLLUUBB    OOFF    IIZZUU--CCHHUUOO  

事務所 静岡県三島市中央町4番9号  小野住環境ビル 2F 

TEL  (055)976-6351      FAX  (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)947-3100      FAX  (055)947-0564 

URL   www.izuchuo-rc.org 

写真：滑沢渓谷（伊豆半島ジオパーク） 

2018－19 
R I   会 長 バリー・ラシン     ガバナー 星 野 喜 忠 
会      長  古藤田博澄  幹   事 水 谷 隆 一 
会報委員会  土田 哲・長友範充 

会長挨拶            会長 古藤田博澄 

ゲスト・ビジター  

慶事発表  

RRII 会会長長テテーーママ     「「イインンススピピレレーーシショョンンににななろろうう」」         BBEE  TTHHEE  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN  

SAA  小野 信    S.L. 原田精治 

斉唱 我らの生業 

幹事報告             幹事 水谷隆一 

委員会報告  

・西原孝次 第１グループガバナー補佐（三島 RC） 

・浅倉幸久 ガバナー補佐事務局（三島 RC） 

・石井吉一様 静岡県野球連盟田方支部長 

・諸伏正行様 静岡県野球連盟田方支部 

・髙原敏廣 地区学友委員会委員長（三島 RC） 

本日は、西原ガバナー補佐の公 

式訪問です。心より歓迎いたしま 

す。また、野球連盟田方支部のみ 

なさん、そして三島ロータリークラ 

ブ高原さんもご訪問ありがとうござ 

います。後ほど、ご挨拶を賜りたい

と存じます。 

先週は、例会の休みを利用して「奉仕プロジェクト委員

会」がゑびすやさんで開会されました。伊豆総ミュージアム

の進捗状況、西日本豪雨、ポリオ募金活動の検討、修善

寺駅前大掃除への参加促進など幅広くディスカッションが

なされました。 

伊豆総ミュージアムについては、先週末、開設場所とな

る『いずベロ』の展示用内装工事もほぼ終了し、今週 26 日

には、現地で高校側と伊豆ベロとで開設準備に向けた打

ち合わせを行うことになりました。8月 27日のオープンが楽

しみです。 

西原ガバナー補佐におかれましては、期首に掲げた「伊

豆半島のロータリーは一つ」のテーマに向け、静岡第一グ

ループ 9 クラブの会長幹事を力強いリーダーシップで牽引

しているその行動力に感服いたしている次第です。8/30の

第４回目となる会長幹事会は、伊豆中央の仕切りで、ジオ

リア訪問そしてサンバレー富士見での懇親会が計画されて

おり、「伊豆半島のロータリーは一つ」の具現化に向けまた

一歩前進することになります。 

さて、本日は前年度決算報告です。よろしくお願いしま 

す。 

 

・インターアクト短期青少年交換派遣生募集案内 

・西日本豪雨への募金をお願いします。 

・世界ポリオデープロジェクトに関する依頼 

・2018-19年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ候補者推薦 

・規定審議会賦課金の減額  1$50→1$ 

〔例会変更情報〕 

・三島 RC： 

8/8（水）三島プラザホテル（ガバナー訪問） 

    8/15（水）・8/29（水）特別休会 

    8/22（水）夏の家族会 

・三島西 RC： 

8/9（木）→/8（水）（ガバナー訪問） 

    8/16（木）・8／30（木）特別休会 

    8/23（木）夏の家族会 

・せせらぎ三島 RC： 

8/10（火）→8/8（水）（ガバナー訪問）    

8/17（木）・8/31（木）特別休会    

 

□伊豆中央 RC 

・次週はタイトンブリ RC報告会・第 2回理事会 

・次次週は 8/8（水）三島プラザにてガバナー訪問です 

ゲスト・ビジター        副会長 小島昭男 

・入会記念日：7 月 28 日   石井政一  

http://www.izuchuo-rc.org/
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出席報告            委員長 土屋雄三 

 出席総数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 

前々回 19/22 名 86.36% 21/22 名 95.45% 

今 回 17/22 名 77.27% 会員総数 23 名 

・今回の欠席者：紀平幸一・飯田鍵吾・土屋龍太郎 

         雨宮演邦・小野憲 

・前々回の MU者：飯田鍵吾（6/20 トンブリ RC） 

          紀平幸一（7/12 三島西 RC）  

スマイル報告       親睦友好委員会 土田 哲        

ガバナー補佐公式訪問  

  

本日のスマイル 13,000 円 

スマイルの累計 29,000 円 

・西原孝次（G補佐） 

 事務局の浅倉君と一緒に初めて例会に伺いました。本日

はよろしくお願い致します。 

・髙原敏廣（三島 RC） 

 8/5 三島文化会館で、財団学友会主催の文化祭を午後 1

時より開催します。初めての試みでどうなるか分かりま

せんが、たくさんのメンバーの参加を期待しています。 

・古藤田博澄・水谷隆一・小野信・土田哲・小島昭男    

原田精治・竹村淳一郎・山口和拡・長友範充 

 西原Ｇ補佐・浅倉事務局の訪問を歓迎いたします。新第

1 グループ初年度大変だと思いますが、よろしくお願い

致します。 

 

三島 R.Cの西原です。私 

はロータリー歴 27年にな 

りますので、当クラブの 

皆さんの中には面識のあ 

る方も多く、安心して訪 

問する事ができます。 

今年度から新グループを

編成し、各クラブを廻っています。まず 7月 10日に下

田 R.Cから始まり、旧第 1分区を訪問しました。私は

旧第 1分区の事を何も知りませんので、どんな方達が

いてどこで例会を行っているか等分からない事ばかり

で心配でした。また旧第 1分区の方達も、私（西原ガ

バナー補佐）がどんな人物で、どのような話しをする

のか気になっていたと思います。そこで 30分の卓話に

てお話しをさせて頂きました。 

旧第 2分区の皆さんも、旧第 1分区のクラブについ

て知りたいと思います。私の役割は、計画書に載せて

あるように<伊豆半島のﾛｰﾀﾘｰは 1つ>という事で、第 1

分区と旧第 2分区を早く 1つにまとめていく事だと思

っています。旧第 1分区の方達も同じロータリアンで

す。旧第 1分区の皆さんは素晴らしい方達ばかりです

ので、ぜひ交流を図って知り合いを増やして頂きたく

思います。 

ガバナー補佐の役割は、ガバナーを補佐する事と、

グループ代表として地区・地域との連携を図る事です。

地区の事は、それぞれ計画書に載せてあります。本日

は時間がありませんので、次回お話ししたいと思いま

す。今年 1年よろしくお願い致します。 

 

 

委員会報告  

富士山のふもと文化祭について  

田方少年野球助成金贈呈  

地区学友委員会委員長      髙原敏廣（三島 RC） 

伊豆中央 RCには、GG事業の支援を頂き心から感謝いた

しております。 

今回のお願いは、８月５日、午後１時より開催予定の

財団学友会主催の文化祭への参加についてです。 

財団からのメークアップカードも出ますので、多くの

メンバーの参加をお待ちしています。 

内容等は配布済みのパンフレットにありますので、宜

しくお願いいたします。 

・出席委員会（委員会事業計画）  委員長：土屋雄三 

  ロータリアンの基本は例会出席とロータリーの友を読 

むことと言われています。 

例会出席を通して、メンバー相互の親愛感と友情を醸 

成出来るように協力してゆきましょう。 

100%出席を目標にしましょう。 

やむなく欠席する場合は事前に連絡し、必ずメイクア 

ップをお願いします 

・奉仕関係委員会連絡会議   奉プロ委員長：山口和拡 

・伊豆総ミュージアムの開所式には全員参加が望まれ

る。 

  ・月 1回の修善寺大掃除については、当委員会を中心 

にクラブメンバーの大勢の参加を図る。 

  ・エンドポリオ活動は公共イメージ向上のためにも、 

昨年同様高校生との募金活動が望ましい。 

  ・米山梅吉翁を世の中に広く知ってもらう活動をする。 

  ・クラブ管理運営委員会のオープン例会の参画 

  ・西日本豪雨の募金活動をしたい。 

長年、我がクラブが青少年健全育成事業の一環として

支援している少年野球連盟に恒例の助成金を贈呈いた

しました。 

前年度一般会計決算報告（総会）   長友範充  

2017-18年度一般会計が長友範充直前会長より、また 

監査報告が木内昭夫監事より行われました。 

（詳細は2017-18年度決算報告書を参照） 


