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会長挨拶
第１５１０回例会 会長挨拶
会長 菊地勝男
みなさまこんにちは。近頃、大分春らしく暖かくなってまいりま
した。暑さ寒さも彼岸までと言われておりますし、もうすぐぽかぽ
か陽気の春がくると思われますが、また２～３日先に低気圧が来
ているようです。寒かったり暑かったりすると身体の偏重をきたし
ます。季節の変わり目のこの時期十分健康にはお気をつけくだ
さい。
春は温かい風が吹いて気持ちが良いですが、花粉症の方は
お気の毒です。昔、私たち子供の頃はあまり花粉症などという症
状は無かった様な気がしますが、科学の発達に連れての現代病
でしょうか。今年には間に合わないようですが、なにやら花粉症
の特効薬が研究され、来年には処方されると週刊誌に書いてあ
りました。舌下錠ということですが、該当する方にはこの上ない朗
報ですね。
季節の変わり目と言えば、一般年度も替わる４月から、消費者
にはあまりありがたくない消費増税がいよいよ始まりますね。高価
な白物家電や、ブランド品等は増税後の値下げが期待出来ない
ようですので、来週の連休をピークに駆け込み需要が加速され
るようです。みなさまは、如何ですか。
さて、昨年よりの継続事業であります「柿田川を守ろう」のＤＶ
Ｄ贈呈式を、先週１２日４時より、清水町役場で行いました。当
方、濱田副会長、古泉パスト会長、原パスト会長、中田会員、伊
藤幹事、と私の６名が、寄贈者の代表として。役場側より、山本
町長、山下教育長、飯田課長、及び事務局職員に対応頂き、無
事寄贈が終了いたしました。
静岡新聞の取材もあり、翌日の朝刊にも大きく掲載され、柿田
川ロータリークラブのＰＲには大いに効果があったことと思いま
す。これも、野口継続事業実行委員長のリーダーシップや前田
広報委員長はじめ、みなさまのご協力の賜物と感謝いたします。

本日のゲスト・ビジター
ビジター・ゲストはありません。

スマイル報告
岩本義正 早退します。
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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊米山梅吉記念館より
館報 Vol.23 到着
春季例祭のご案内 到着
賛助会ご入会のお願い 到着
■ 例会変更 ■
＊新富士ＲＣ
４月１５日(火)→夜間例会
４月２９日(火)→祝日休会
＊富士ＲＣ
４月２日(水)→移動花見例会
４月９日(水)→夜間例会
５月１４日(水)→夜間例会
■ 週報到着 ■
新富士ＲＣ

委員会報告
継続事業特別委員会
委員長 野口郁夫
３月１２日(水)に清水町役場にて町長へＤＶＤの贈呈式を行い
ました。皆様のご協力で、無事に事業を終えられました。ありが
とうございました。

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各
自の職業を高潔なものにすること。
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会
生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通
じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

ＰＥＴＳ報告
２０１４－２０１５幹事エレクト 前田守
出席者：会長エレクト 濱田清明・幹事エレクト 前田守
◎国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620 地区 岡本一八ガバナーエレクト方針
2014-15 年度のロータリーは、ゲイリーC.K.ホァン会長の元、「ロ
ータリーに輝きを」がテーマです。そのため私は、会員増強を最
優先課題とし、「会員のためになっているか」を考え、あらゆること
を見直し、クラブ運営を行なってほしいと思っています。社会ニ
ーズが 50 年前と大きく変化いている今、私たちの考え方もチェン
ジしていくことが必要であり、過去からの目線ではなく、未来目線
で新たな環境に適応し、チャレンジして行って頂きたい。年度末
を迎え会員の減少が懸念される、まずは、会員を減らさないこ
と、如何に辞めないような工夫が必要 クラブのコミュニケーショ
ンは交流会（飲食）を開催する。
【多様性なクラブ運営】知恵にある人は知恵を出せ！金のある人
は金を出せ！知恵も汗もない人は汗水流せ！
【会員増強のために】新会員 200 名の入会が地区最大目標。レ
ディース委員会や新会員委員会を設け女性会員や新会員の意
見を積極的に取り入れることで、新たな時代に合った魅力あるク
ラブを目指す。※女性会員の割合：世界２０％ 日本５％ 高額
会費の見直し必要。
【寄付増強を目指そう】財を成したベテラン職業人に社会奉仕と
いう夢を叶える場を提供し、寄付を募る。ヨチヨチ歩きの若い事
業者を、ロータリーで一流職業人に育て上げ、利益から寄付増
強につなげる。
【奉仕目的の徹底】唯一変化して成らないのが「職業奉仕」。職
業奉仕とは自分の職業（仕事）を成すこと。それこそが社会奉仕
に繋がる。職種の多様化に合わせ、名簿、職業分類を解りやす
く詳しく書き直そう。会員同士の絆づくり、新たな友達づくりを奨
め、会員の職業奉仕を応援しよう。
【仲間作りが成功への一歩】合同例会、メーキャップを初め会員
交流の場を積極的に実施する。ロータリーは世界と繋がり、時流
がいち早く掴め、ビジネスチャンスに溢れている。職業奉仕、ま
た、社会奉仕のあり方を研究し、行動するアイデアを生み出そ
う。ロータリーは、事業成功のクラウドだ。積極的に出席し、本音
で話し合える仲間を作り、自らの幸運を掴んで欲しい。
【リーダーとしての考え】従来の慣習にとらわれず、明るい未来志
向で考えていこう。考えてから動くのでは遅い行動しながら考え
よう。自分の職業は真剣に情熱を持って！ロータリーの仕事は
真面目に！ガバナー補佐に大きな期待。パストガバナーはガバ
ナー補佐のアドバイザーとして活躍を。
【永続を目指そう】何より永続が大事。時代に合わせ、多様性に
富んだロータリーの価値観を構築し、ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘｰを作ろう。輝
けロータリー！
◎2014～2015 年度 会員負担金（案）
１．ＲＩ人頭分担金 ＵＳ＄５４／人・年
２．規定審議会年次賦課金 ＵＳ＄１／人・上半期
３．地区資金負担金 20,000／人・年（但し、３５歳未満は半額）
◎「ロータリーの目的」（かつてのロータリーの綱領）の実践
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨
励し、これを育む事にある。具体的には、次の各項を奨励する事
にある

◎2014～2015 年度 地区目標（案）
１．活動基盤の安定 会員の維持・増強・女性会員増員１５％に
成るように新会員の考えを運営に取り入れる。
２．地域住民の目に見える地域社会奉仕活動推進
３．各会員の職業奉仕活動を応援する環境強化
４．富士山世界遺産、維持地区活動応援
５．ＲＩ会長賞への挑戦
６．ロータリーカード加入推進
７．米山記念奨学会支援 世話ｸﾗﾌﾞ･ｶｳﾝｾﾗｰ・個人寄付の推進
８．米山梅吉記念館（周年記念） 寄付推進
９．ロータリー財団 個人寄付 個人寄付推進
１０．地区大会（２０１４年１１月１５～１６日）への登録参加
本会議メモ
◎志田ガバナー
会員増強・維持は予算に直結する 会員の維持に努力を！
クラブ定款、クラブ細則の承認はクラブが行なう。
事業計画書にクラブ定款、クラブ細則の掲載をお奨めします。
会員が親子で入会している場合等は、通常２人分の会費を納め
る所を 1.6 人分換算に留める等の工夫をしては。
◎積パストガバナー
目標：新会員 200 名増 レディース委員会の発足 女性会員の
入会を積極的に。
米山記念館へ地区の補助金は 450 万円 運営にはとても厳しい
状況であるので、賛助会員に入って頂き財源を確保したい。
２年間続けてきた「アシスタントガバナー」の呼び方を「ガバナー
補佐」へ変更された
分区会費３０，０００円を年度初期に振り込むこと。会費は余る傾
向にある。理由は「ＧＳＥ」を止めたことに起因する。
・ガバナー補佐期首訪問 ８月４日（月） 沼津卸商社センター
・ガバナー補佐期末訪問 ５月２５日（月） 沼津卸商社センター
・ガバナー公式訪問 ８月２２日（金） 沼津リバーサイドホテル
・次回会長幹事会
４月１２日 ＰＭ６：００ 富士グリーンホテル高橋
６月１４日 ＰＭ６：００ グランドホテル富士
・第３分区 ＩＭ
２０１５年 ２月２２日
ガバナー補佐事務局に「住所調査票」の提出すること。
◎総評
地区の役割とは、各クラブをサポートすることです。
会長は自クラブをどう運営していくかを考えて欲しい。
会長は地区協までにクラブの次年度の運営方針を立てておく
「手続要覧」が大きく変わったのでぜひ購入を！

◆次回例会プログラム◆ 花見夜間例会
R
出 席 報 告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

出席率

３ 月 ３ 日
修正出席率

出席： 古泉・太田・原・野口・菊地・前田 他

計１５名

欠席： 石井・中田・前澤・前澤・髙田・ 内 横 山 計２名

１７名

１７名

１５名

88.24%

88.24%
ＭＵ：

岩本・原田

・髙田・濱田

計１名

