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幹事報告

会長挨拶
第１６１７回例会 会長挨拶
会長 大石昭裕
１０月に入り衣替えの季節になりました。この衣替えの習慣は
平安時代の宮中行事から始まったとのこと。もとは中国の宮廷を
倣ったものだそうです。多くの地域で 6/1 と 10/1 に一斉に衣替
えが行われますが、多くの場合２週間から１か月の移行期間が
設けられているようですね。これからはクールビズからネクタイ着
用になります。
クールビズは第一次小泉第二次改造内閣で、小池百合子環
境大臣が小泉総理から「夏場の軽装による冷房の節約」をキャッ
チフレーズにしたらどうかとアドバイスされたのがきっかけとなり、
２００５年４月に行われた環境省の一般公募によって選ばれた名
称です。更には２０１２年からは環境省が「スーパークールビズ｣
を打ち出しました。クールビズとの違いはポロシャツ、アロハシャ
ツを着用可、Ｔシャツ、ジーンズ、サンダルもＴＰＯに応じた節度
ある着用に限り可とする内容になっています。沖縄や九州など
自治体によってはアロハシャツや、その土地特有の服装を採用
している役所も存在し、市や町のイメージ向上や宣伝に活用さ
れている場合もあり、ニュースなどで取り上げられご覧になった
方もいらっしゃると思います。
今年５月末のＲＩソウル国際大会に参加しましたが日本からの
参加者はほぼ全員がスーツ着用。韓国、台湾からの参加者も大
半がスーツ姿でしたが、面白いことに欧米を含めて他の地域か
ら参加した多くの人がポロシャツ、T シャツ、ジーンズの方が多か
ったですね。公式行事に出席しなければならない方々は流石に
スーツだったとは思いますが。
例会での服装は一般にスーツにネクタイが励行されているよう
ですが、私の場合は普段は作業着姿が当たり前です。ですから
例会出席のために作業着からスーツへ、例会終了後はスーツか
ら作業着へ着替えるのが一般的です。正直かなり面倒なんです
よね。作業着は職業人の制服なので見苦しくなければ作業着姿
でも構わないのではと個人的には思っています。僧侶の方が袈
裟を着て出席しても誰もケチはつけないでしょうし・・・ いつかは
作業着姿で例会出席をしてみたいと思います。ただ今は、まだ
まだ勇気がないので・・・
今日の例会プログラムは坪内会員の新会員の卓話となってい
ます。後ほどよろしくお願いいたします。

本日のゲスト・ビジター
ビジター・ゲストはありません。

■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信１０月号 到着
２０１６年１０月度のロータリーレート １ドル＝１０２円
＊ロータリーの友事務所より
ロータリーの友１０月号 到着
＊ロータリー米山記念奨学会より
豆辞典 ＆ ２０１５－２０１６年度事業報告書 到着
■ 例会変更 ■
＊沼津西ロータリークラブ
１０月１３日(木)→移動例会＜米山梅吉記念館＞
１０月２７日(木)→２８日(水) 沼津４クラブ合同夜間例会
■ 週報到着 ■

御殿場ＲＣ・富士ＲＣ

スマイル報告
小川隆洋
小川隆洋
小川隆洋
大石昭裕
大石昭裕
齋藤悦生
齋藤悦生
安本 晋
安本 晋
安本 晋
太田昭二
太田昭二
荒川康博
荒川康博
伊藤 毅
野口郁夫
古泉榮一
川口尚史
川口尚史

妻の誕生日お祝い有難うございます。
ロータリー財団へ。
米山奨学生へ。
米山奨学生へ。
ロータリー財団へ。
ロータリー財団へ。
嘆願書を有難うございました。
ロータリー財団へ。
米山奨学生へ。
結婚記念お祝い有難うございます。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ。
米山奨学会へ。
ロータリー財団へ ×４口
ロータリー財団へ。
ロータリー財団へ。
ロータリー財団へ。 ×２口
２回目の結婚記念日。

新会員卓話

第五回 理事会報告

坪内秀樹会員
ＡＢＣエステート有限会社 代表取締役
清水町観光協会会長
５月より入会させて頂きました。坪内
秀樹です。
私も様々な団体に加入させて頂いて
おりますが、その内の清水町観光協会
をここでご案内させて頂きます。
私達協会の設立目的は、清水町観光
協会規約第３条、清水町及び近隣地
域と連携し観光の振興を図るとともに、清水町の文化の向上及
び産業の発展に寄与することを目的とする、この一文でありま
す。
しかしながら、清水町では未だ観光ビジョンが策定されていな
いので、何を中心に観光とするのか決まっていません。早期の
策定を希望するものでありますが、私達は行政と歩調を合わせ
る為勝手な活動は行わないと考えています。しかし、清水町の
文化の向上と産業の発展には大いに関わって今年度は活動し
て参ります。
基本の考え方では、清水町を外部の方に知って頂かなけれ
ばならない事であります。その代表事業が、かわせみマルシェ開
催であります。このイベントは２０～３０代の子育てママさんやファ
ミリー層をターゲットにしています。清水町は高齢化率２３．６％
で静岡県下、下から６番目の若い方が多い町なのであります。
若い町の特性を活かした文化造りと、町内外に発信できるイベ
ントと捉えています。
そこで、出店したお店が潤いワクワク楽しく経済活動を行え、
来場した方や事業者が清水町で開店したいとか清水町に住み
たいと思ってもらえる様な清水町との接点作りを観光として発信
して参りたいと考えているのであります。
そして、協会目的の通り私達協会が営利目的をして活性化させ
る事ではないのです。私達協会が活動する事によって、既存企
業、店舗等が潤い、新たな産業や商店、住民が増え、清水町を
光り輝かすきっかけ造りを観光と言うキーワードを使って行って
参りたいのです。私達はこの清水町が大好きなのです。そして
人口減少、少子高齢化の時代を迎えている、今こそ地方創生や
観光立国推進基本法の政策を活用して清水町を全国に発信で
きるようにし、清水町を知って頂く、そして選ばれる町になる活動
を、地道に続けて参りたいと思っています。
この様な活動を、行政当局と力を合わせて同じ方向に向か
い、夢と希望の持てる町に成れる様、微力ではありますが観光
協会が努力している事を共通認識として頂ければ幸いです。
最後に、観光で地域経済の活性化、雇用の増大をめざし地
域の創意工夫を生かして、地域の住民が誇りと愛着をもつ、活
力に満ちた地域社会の実現を目指している、私達清水町観光
協会を更にお支え下さいます様お願い致します。宜しくお願い
致します。
又、職業奉仕と、そこから広がる社会奉仕と国際親善を目的と
するロータリークラブにも積極的に参加させて頂きます事をお約
束とし、私の話とさせて頂きます。

①11 月の例会プログラムについて
０７日 1621 回 クラブ協議会(指名委員発表)卓話(Ｒ財団)
場所/泉の館予定 理事会 11:30～
１４日 1615 回 裁量休会
２１日 1622 回 クラブ協議会(地区大会報告)
２８日 1623 回 →例会変更 12/4(日)ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
②早朝例会ついて(10/23･日･7 時･柿田川公園)
・雨天でも例会は開催します。
・集合は柿田川公園駐車場
・軍手は各自持参
③グラウンドゴルフ大会について
・11/3 から 12/4 に変更予定。
④Facebook 活用検討委員会について
・更新頻度は週一。個人名は掲載予定。
⑤地区大会について(11/19～11/20･ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ)
・集合 三島駅発 8：15→沼津駅発 8：26→東静岡着 9：16
⑥10/31 例会について
・例会変更のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会が１２月に変更となった為、
通常例会となりました。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾛｰﾀｰｱｸﾄの卓話予定。

会員慶事
【本人誕生日】なし

【配偶者誕生日】小川一乃様

【結婚記念日】
川口尚史・靖奈ご夫妻
安本晋・あかねご夫妻
山本勲・五輪ご夫妻

委員会報告
次期ガバナー補佐
２０１７－１８年度 第三分区ガバナー補佐 太田昭二
１０月１日に、次期ガバナー補佐ミーティングへ出席し、顔合わせ
等を行いました。次年度ガバナーは焼津ＲＣの松村友吉氏です。

◆次回例会プログラム◆ 早朝例会（柿田川公園ベンチ補修）
出 席 報 告
会員数

１９名

出席計算に
用いた会員数

１８名

R
出席計算に
用いた出席者

１５名

出席率

前々回９月３日
修正出席率

83.33%

88.89%

出席： 古泉・太田・野口・菊地・前田 他

計１５名

欠席： 梅田・中田・濱田

計３名

ＭＵ：

計２名

濱田・伊藤

