第 1688 回例会 2018.5.21(月)

ＷＥＥＫＬＹ

ＲＥＰＯＲＴ

第３９号

ＲＩ第２６２０地区 静岡第３分区

沼津柿田川ロータリークラブ
ＲＩ会長
ＲＩ第２６２０地区ガバナー
会長
幹事
例会日時
例会場

事務局

会長挨拶
第１６８８回例会 会長挨拶
会長 前田 守
皆さん、こんにちは。
先週の本城山公園の清掃、お疲れ様でした。出席できず、誠
に申し訳ございませんでした。
本日は、ガバナー補佐訪問です。太田昭二ガバナー補佐、
分区内クラブ期首訪問、IM、そして期末訪問、大変お疲れ様で
した。沼津柿田川ロータリークラブが最後の訪問となりました。分
区内で各クラブ訪問時のお話お聞かせ願えると幸いです。太田
昭二ガバナー補佐、本日の卓話時間、どうぞ宜しくお願い致し
ます。
ＲＩ会長エレクトでありますバリー・ラシン氏です。国際ロータリ
ーの次年度会長バリー・ラシン氏（バハマ、イーストナッソー・ロ
ータリークラブ所属）がロータリーの未来のビジョンについて語
り、会員や地域の人びとへのインスピレーションとなって、次世代
のために持続可能な活動を行うよう次期リーダーに呼びかけ、
米国サンディエゴで開催中のロータリー国際協議会で、次期地
区ガバナーに向けて２０１８－１９年度テーマ「インスピレーション
になろう」を発表しました。
「何か大きなことに挑戦しようというインスピレーションを、クラブ
や他のロータリアンに与えてください。自分よりも長く、後世にも
生き続けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を引き出
していただきたいのです」と話しました。
ロータリーの新しいビジョン声明は、次のように謳っています。
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身
の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り
合って行動する世界を目指しています」。ラシン氏は、このビジョ
ン声明の意義を強調し、声明がめざすロータリーを実現するた
めにリーダーシップを発揮するよう求めました。そして、ビジョン
の実現にはまず組織づくりが必要だと強調されました。
「ロータリーは第一に会員制組織です。ですから、奉仕活動を
通じてより良い世界を築きたいと願うなら、まずは会員を大切に
しなければなりません」「変化を生み出そうという意欲を、クラブ
会長と地区内ロータリアンの心に芽生えさせていただきたいので
す。もっと何かをしよう、可能性を最大限に発揮しようというやる
気を引き出し、それぞれのやり方で前進できるよう手助けするこ
とが皆さんの仕事です。」と話されております。
次年度は、幹事を務めさせて頂くことになりました。現在、その
準備中をしており、濱田会長エレクトと共に作成しているところで
ございます。また、今週より会員増強の為のリーフレットの作成に
取り掛かります。今までの周年事業の他、最近での事業を織り込
みながら構成を考えていきたいと思っております。
内容について今週の水曜日に濱田会長エレクトと前田と共に川
口会員、安本会員と打ち合わせをすることになっております。
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今後、会長方針と共にクラブの方向性踏まえ理事会構成、例会
プログラム、予算組みなど、多くのことを短いですがつめて行き
たいと思います。
本日も、宜しくお願い致します。

幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
2018 年青少年交換小委員会プログラム 長期青少年交換
派遣学生募集 到着
ガバナー月信６月号 到着
ガバナー月信５月号訂正のお知らせ 到着
＊ロータリー米山奨学委員会より
ハイライトよねやま２１８号 到着
＊伊豆中央ロータリークラブより ＩＭレポート 到着
■ 例会変更 ■
＊富士宮西ロータリークラブ
５月２５日(金)→２６日(土)へ変更
＊富士宮ロータリークラブ
５月２８日(月)→２６日(土)へ変更
＊富士ロータリークラブ
５月３０日(水)→休会
６月６日(水)→移動例会
＊沼津ロータリークラブ
６月８日(金)→移動例会
■ 週報到着 ■

沼津北ＲＣ・富士山吉原ＲＣ・沼津ＲＣ

本日のゲスト・ビジター
ゲスト・ビジターはありませんでした

スマイル報告
前田 守

先週の欠席すみません。

ガバナー補佐期末訪問

本日は本城山公園入口の除草作業を行いました。

ガバナー補佐を務めていた期間はとても幸せでした。と、言い
ますのは、色々な事業に参加し、色々な場所に出掛け、色々な
人々と出会い、ふれあう事で沢山の事を学び、それらを吸収す
ることで自分自身を高め、人間性がより深く磨かれたものと思っ
たからです。
まさにロータリーは人間修行の場、それを体験できたことは今
までで得る事のできない喜びでした。この機会を与えられたこと
に心から感謝する次第であります。
こうして皆様の前でお話しできたのもガバナー補佐であったか
らであり、皆様と顔見知りになったことも、これ以上なく喜んでお
ります。
これからも「それでこそロータリー」のように、どこで会ってもやあ
と言おうよの声掛けを忘れずに皆様方と接していきたいと思って
おります。
ありがとうございました。
期 末 訪 問
静岡第３分区ガバナー補佐 太田昭二
一年間にわたり、ＲＩ第２６２０地区静岡第３分区の事業につい
てご理解したうえで、ご協力・ご支援いただいたことに心より感謝
とお礼を申し上げます。
＜事業報告＞
①END POLIO キャンペーン
・新富士ＲＣ 2017 年 9 月 9 日 「おきがる無料相談所」
・富士宮西ＲＣ 2017 年 9 月 10 日 イオン富士宮
・沼津ＲＣ、沼津北ＲＣ、沼津柿田川ＲＣ 2017 年 9 月 23 日 清
水町サントムーン
・富士宮ＲＣ 2017 年 10 月 1 日 愛鷹広域公園多目的競技場
・富士山吉原ＲＣ 2017 年 10 月 2 日 ベネビヴィッツ弦楽四重
奏団コンサート
・富士ＲＣ 2017 年 10 月 27 日 ＪＲ富士駅前
②地区大会 2017 年 11 月 11 日、12 日 焼津グランドホテル・
焼津文化会館
③インターシティーミーティング ＩＭ ホスト：沼津柿田川ＲＣ
2018 年 2 月 25 日 沼津リバーサイドホテル
テーマ：「未来へつなごう」～若者たちに私たちができること～
＜新グループ編成＞
次年度ガバナー補佐 沼津ＲＣ 山口和一様
静岡第２グループガバナー補佐順番
①沼津ＲＣ
⑤富士宮ＲＣ
⑨長泉ＲＣ
②富士山吉原ＲＣ
⑥御殿場ＲＣ
⑩富士宮西ＲＣ
③沼津北ＲＣ
⑦沼津柿田川ＲＣ ⑪新富士ＲＣ
④富士ＲＣ
⑧裾野ＲＣ
⑫沼津西ＲＣ

ガバナー補佐を務めていた期間はとても幸せでした。と、言い
ますのは、色々な事業に参加し、色々な場所に出掛け、色々な
◆次回例会プログラム◆
人々と出会い、ふれあう事で沢山の事を学び、それらを吸収す
ることで自分自身を高め、人間性がより深く磨かれたものと思っ
たからです。
出 席 報 告
まさにロータリーは人間修行の場、それを体験できたことは今
までで得る事のできない喜びでした。この機会を与えられたこと
出席計算に
前々回 5 月 7
会員数
出席数
出席率
用いた会員数
日修正出席率
に心から感謝する次第であります。
こうして皆様の前でお話しできたのもガバナー補佐であったか
１６名
１６名
１１名
68.75%
87.50%
らであり、皆様と顔見知りになったことも、これ以上なく喜んでお
ります。
これからも「それでこそロータリー」のように、どこで会ってもやあ
と言おうよの声掛けを忘れずに皆様方と接していきたいと思って
おります。
ありがとうございました。

期末訪問スケジュール
５月８日
５月９日
５月１０日
５月１１日
５月１４日
５月１５日
５月１７日
５月１８日
５月２１日

新富士ロータリークラブ
富士ロータリークラブ
富士山吉原ロータリークラブ
富士宮西ロータリークラブ
富士宮ロータリークラブ
沼津北ロータリークラブ
沼津西ロータリークラブ
沼津ロータリークラブ
沼津柿田川ロータリークラブ

米山梅吉記念館例会
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