２０１８年１１月９日（金） 雨のち曇

第１４７１回例会

このコンクールを陰で支えてい
る一人が、我がクラブ事務局の佐
藤さんです。佐藤さんは外国人を
援助するボランティアのチーフと
して、3～4 カ国語を駆使して、こ
会長挨拶
のコンクールを支えています。佐
藤さんの活躍も期待しましょう。
今日の例会は、今年度初めての
100％出席例会にするために、出席
委員会の峰野委員長を始め、各委
員の方々が努力して下さいまし
た。これからも毎月の第１例会を
100％例会にしようと張り切って
おられます。是非皆様これに応え
て頂きますように、よろしくお願
今年も残り 2 ヶ月弱となりまし い申し上げます。
今日のプログラムは、7 月以降 5
たが、秋と夏がまだ同居している
感じですね。地球温暖化のせいか、 回のクラブ長期戦略委員会で御討
季 節 感 が 近 年 変 わ っ て き て い る 論頂いた纏めの発表です。今後の
クラブの在り方を考えるのに、大
と、つくづく感じます。
さて今日から浜松国際ピアノコ いに参考となりますので、しっか
ンクールが始まりました。11 月 24 りお聞き頂きたいと思います。
日までの 2 週間に亘る、コンクー
幹事報告
ルです。1991 年から 3 年毎に開催
され、
今回は第 10 回目となります。
世界 20 カ国から若手演奏家 88 名
が参加して、ピアノ演奏の技を競
います。今では、このコンクール
は若手ピアニストの登竜門とし
て、世界に広く知られるようにな
りました。ここでの歴代優勝者は
ショパンコンクールやチャイコフ
・配布資料・・ロータリーの友
スキーコンクールなどでも優秀な
ガバナー月信
成績を収め、世界的なピアニスト
・The Rotarian ルームにあります
になっています。今や、浜松が音
・ロータリー財団から寄付の表彰
楽の都市として世界に誇れるコン
バナーとポリオ寄付の感謝状を頂
クールとなっています。演奏会の
きました。
様子は、インターネットでも配信
・12 月 7 日年次総会です。
されていますので、皆様是非御覧
・例会終了後、理事会があります。
下さい。

司 会：竹内 公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭 秀行 会長
国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

週報 NO. １７

・次週例会は航空自衛隊浜松北基地
司令官の卓話です。
米山奨学金贈呈

フィン ファム クアン アンさん

地区大会に同行させて頂き有難
うございます。楽しかったです。今
週末には静大祭があります。ぜひお
越しください。
地区表彰
＊30 年以上 100%出席正会員
竹内 公一さん

＊35 歳未満会員
山本 遼太郎さん

お祝い

出席率については、新会員のオリ
エンテーションの時に、もっと出席
の大切さを伝えるべきという意見
進行：山下善彦 クラブ戦略委員長
や、スポンサーがもっと新会員をサ
今日は食事にビールを出しまし
ポートするという意見も多く出ま
た。最後にケーキも出し、気持ちを
した。
和らげて頂こうと思います。
例会のマンネリ化から考えてい
委員一人ひとりが担当を持ち、毎
くと、外へでる例会を増やす。アフ
月勉強会を開きました。
ター例会として、二次会を設定す
る。その場合、若い人たちの行く店
にも行くとか、お酒の飲めない方も
いるので食事会もするとかすれば
良い、などの意見がありました。
川井啓介さんが中 RC の過去の事
業について調べて、資料を作ってく
れましたので、入会間もない方には
配布します。
また「ロータリーの友」
などには国内各地の紹介があるの
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
で、他クラブの知恵を拝借してみよ
眞瀬悦邦さん
うという資料もあります。
人から言われてやるのは嫌なの
で、自分から動くのも大切です。ロ
ータリーの創設の理念を、今一度考
えて、原点に戻る。無理のない範囲
でのお付き合いをしていく。相談し
たり、アドバイスをしたり、生涯の
友になるような人と出会えたら素
敵だと思います。
当たり前に座って、当たり前に思
7 月から「例会の進め方につい
っていますが、具体的に実行に移し
て」
（中山さん）
、
「出席率について」
ていかないといけないので、一つで
（中村智次さん）
、
「事業のマンネリ
もできることはやっていきましょ
化について」
（川井さん）
、
「親睦の
う。
在り方」
（田邉さん）の 4 つのテー
マで話し合ってきました。
出てくる言葉は決まっていて、
「ロータリーの原点」とか、
「出席
率 100％」とかなのですが、それぞ
れ相関関係があるので、図にしてみ
ました。
ロータリーの目的は「知り合いを
広め、奉仕の機会を増やす」ことで
す。でもせっかく出てきても、出席
率が低くては話が始りません。とに
かく出席をするようにしましょう。
≪出席報告≫
そのためには親睦が必要です。全体
中村 将義 出席委員
でやるのは大変ですが、何かのつな
がりを持って小グループの集まり
会員数
５０名
を開くのも良いかと思います。
出席者数
３６名
例会も前年度を踏襲して同じよ
出席算定会員数
４６名
うなことをしているので、もっと自
出席率
７８.２６％
由な発想でやってもいいではない
かという意見が出ました。プログラ
前々回出席者
４３名
ム委員会を独立させた方がよいと
前々回出席率
９３．４８％
いうことで、次年度はそのような形
にします。
クラブ戦略委員会中間発表

≪会員誕生日≫
石橋 伸太郎さん
田邉 芳彦さん
竹内 公一さん
中山 和彦さん

１４日
１５日
２０日
２４日

≪配偶者誕生日≫
佐藤 啓子様
志賀口 麻美様
加藤 強様
藤野 勝子様
田邉 君代様
中島 美樹様
大庭 米子様
渥美 佳子様

３日
５日
１０日
１４日
１５日
１７日
２３日
２７日

≪結婚記念日≫
半塲 幸治さん
曽根原 今朝敏さん
大庭 一介さん
石垣 清さん

１０日
１３日
２２日
３０日

スマイル
♪鬼頭秀行さん
去る 10 月末にて小児科の開業
を終了しました。48 年間にわたっ
て診療をしてきましたが、聴力の
衰えが進み、潮時を考えました。
残り 8 ヵ月の年度の期間、皆さま
よろしくお願い申し上げます。

