２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
事業について皆様のご意見を出し
ていただき、より良い中 RC になる
ように知恵を絞りましょう。

♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％
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・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％

2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
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ていただき、より良い中 RC になる
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♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％

2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
事業について皆様のご意見を出し
ていただき、より良い中 RC になる
ように知恵を絞りましょう。

♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％

2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
事業について皆様のご意見を出し
ていただき、より良い中 RC になる
ように知恵を絞りましょう。

♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
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2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
事業について皆様のご意見を出し
ていただき、より良い中 RC になる
ように知恵を絞りましょう。

♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
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欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。

週報 NO. ３６
スマイル

♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
いよいよ次年度の準備が本格的
になってきました。今日は次年度の
事業について皆様のご意見を出し
ていただき、より良い中 RC になる
ように知恵を絞りましょう。

♪山本遼太郎さん
さまざまな面においてご支援を
ありがとうございました。残念な結
果ではありますが、引き続き前を向
いて頑張ります。

幹事報告

クラブ協議会
・会費請求書がレターボックスに
あります。
・例会終了後、理事会があります
・次週は、岩田直也会員の卓話「法
律と文学」です。

進行：眞瀬悦邦 会長エレクト
3 月 24 日に PETS、4 月 7 日に地区
協があり、参加してきました。次年
度のＲＩテーマは先週の安間さん
の卓話にもありましたが、「ロータ
リーは世界をつなぐ」です。
地区の方針は、1 番にクラブ戦略

できれば 5 ヶ年計画を立てるこ ≪委員会ごとの話し合い≫
と。2 番目には自分たちが汗をか
く奉仕を、できるだけ合同でやっ
てほしいということでした。中 RC
は浜松、ハーモニー、パワーと合
同で海洋汚染をテーマに行いま
す。そのためにサンクチュアリの
馬塚さんにお越しいただき、卓話
をしていただきます。また、卓話
には地区役員を活用してほしいと
いう話もありました。
地区の増強の目標は純増 3.5%
で、うちのクラブの目標は 2 人に
なります。当クラブは若手が少な
いので、そのあたりの年齢の方が
増えると良いかなと思います。
また、安間年度ではガバナー月
信が電子化になります。継続は決
まっていません。My Rotary の活
用も推奨されています。
当クラブとしては、今年度戦略
委員会から答申がされています
が、少しでも実行を進めていける
ようにしたいと思います。出席も
強制するのではなく、出席したく
なる例会を目指します。そこで、
プログラム委員会をＳＡから独立
させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％

2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

２０１９年４月１２日（金） 晴
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
山本 遼太郎さん
会長挨拶

気温が急に高くなったり低くな
ったり、着るものをどう調節する
か迷う日が続いています。皆さま
の体調管理にはくれぐれもご注意
ください。
今週初めには浜松市長選挙と、
市議会・県議会選挙が行われまし
た。市長選では皆様方のご声援を
受け、初挑戦ながら、山本遼太郎
会員が善戦しましたが、残念なが
ら力一歩及ばずの結果となりまし
た。山本会員にはこれからさらに
上を目指して発展されることを期
待したいと思います。
さて先週の例会は安間みち子ガ
バナーエレクトの卓話で、次年度
への熱い思いを語っていただきま
した。例会終了後は次年度の第 3
回予定者会議がありました。日曜
日には地区研修協議会も開催さ
れ、いよいよ次年度の歩みが本格
化してきました。今日は次年度へ
向けての第 1 回クラブ協議会です。
新しい理事役員委員長のもと、ど
うクラブ運営を行っていくのか、

第１４９０回例会

ご意見を出していただき、クラブ
がさらに発展できますように十分
な議論を行って頂きたいと思いま
す。特に 7 月の第 1 例会は、1500
回記念例会になります、楽しい企
画が考えられているようですの
で、期待したいと思います。
さて、私から一つお願がありま
す。例会では食事がいつも残りま
す。せっかくの料理が残るのは料
理人の方に申し訳なく、またもっ
たいないと思います。また、1 食
2800 円くらいですから、年間 50
万円のロスになってしまいます。
欠席の場合には必ず前日までに、
事務局へ連絡を入れてください。
個人的にはこの無駄になっている
お金を、次の世代を背負っていく
恵まれぬ若者たちの奨学金に使え
たらと思っています。皆様一人ひ
とりの優しい心づかいが若者を救
います。ぜひともご協力をお願致
します。
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させることにしました。また、来
年は京都中の皆さんをお迎えする
ことになりますので、親睦とシス
ターを分けました。
奉仕委員会は地区からの要請も
あり、一つにまとめました。今ま
での各委員会はその中に其々入り
ます。出席委員会は、委員だけで
なく、皆でローテーションで回し
ていくことにしました。ご協力を
お願致します。
そして、1500 回例会ですが、次
年度の第 1 例会になります。竹山
さんをリーダーに計画中です。ホ
テル九重で落語家の講演会をメイ
ンに行うことはほほ決定ですの
で、予定に入れておいてください。
事業計画書はなるべく早くご提
出いただき、予算を確定していき
たいと思います。

≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４５名
出席率
７１.１１％
前々回出席者
前々回出席率

５０名
１００％

2018-2019 年度
新米山記念奨学生・
世話クラブカウンセラー
オリエンテーション
日時：4 月 14 日（日）
場所：米山梅吉記念館

＊新しい米山記念奨学生
マイ クアン リン 君
（ベトナム出身
静岡大学情報学部 3 年生）
＊カウンセラー
竹内 公一さん

