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第１５８２回例会
幹事報告

ロータリーソング「手に手つないで」 ・次回例会は 35 周年記念例会の最

終打ち合わせを行います。

ゲスト
RI 第 2620 地区静岡第 5 グループ
ガバナー補佐
石津 匡美様
G 補佐事務局長
磯部 宅司様

ビジター
浜松北ロータリークラブ
山崎 久紀 様
神馬 将径 様
会長挨拶

スマイル
♪妻鹿政光さん、齋藤高子さん
本日は石津ガバナー補佐、よう
こそお越しいただきました。本年
度の総評などご指導よろしくお願
いします。
また、佐藤会員に「ロータリーク
イズ大会」をお願いしております。
何度も中止になり、やっと開催で
き嬉しく思います。皆様どうぞお
楽しみください。

委員会報告
☆渥美聡一郎 35 周年実行委員長
来週はリハーサルを行いますの
でご参加を宜しくお願いします。
席次、役割、進行も確認します。
当日は 14 時集合で、記念撮影をし
ます。ネクタイなしで OK です。

今日はガバナー補佐、ガバナー
補佐事務局長のお二人をお迎えし
ています。また、今日はロータリー
クイズ大会で、佐藤芳一さんから
出題していただきます。
明日は地区大会です。甲府記念
日ホテルで行われます。
幹事と 2 人
で参加してきます。講演会もあり
ますので、素晴らしい話を聞いた
ら 皆 様に ご 紹 介 し た い と 思 い ま
す。
恒例の「成功者の習慣」をご紹介
します。成功する人は周りの人に
好かれるために努力をし、成功し
ない人は嫌われていることに気づ
かない。真の成功者とは多くの友
人に囲まれることだそうです。

週報 NO. ２１

☆桒原伸夫 副幹事
本日、例会終了後、予定者会議を
開催します。速やかな移動をお願
いします。

♪木村嘉代子さん
・5 月 14 日、11RC 親睦ゴルフコ
ンペ レディスの部で優勝しまし
た。前日は大雨で、当日も 8 時ま
で雨が降っていましたが、スター
ト時には上がり、絶好のゴルフ日
和になりました。
・昨日、中 RC のゴルフコンペで、
ハンディ 26 のおかげで優勝する
ことができました。同組の桒原さ
ん、植山さん、伊藤さんが打つ方向
やグリーンのラインをみてくださ
り、ショートではニアピンもとる
ことができました。もっと練習し
ます。ありがとうございました。

ガバナー補佐ご挨拶
☆石津

匡美ガバナー補佐

本日は 10 か月ぶりの訪問です。2
月に予定していた第 3 回目がコロナ
禍のため中止になりましたので、今
回が実質 3 回目の訪問となります。
今日は浜松北 RC の入会 2～3 年
の会員も連れてきました。というの
も最近は出席の事を厳しく言わない
ので、ほかのクラブのことを知らな
い会員が増えてきました。そこで会
員増強委員長と相談し、2 名ずつ一
緒に訪問することにしました。
今年もコロナ禍で、これから活動
しようという頃に「緊急事態宣言」
、
その後「まん延防止」も発令され、各
クラブ計画が 2 割もできていないよ
うです。私は明日の地区大会で 1 年
間の活動報告をするように言われて
いますが、とても困っています。
小林ガバナーからの地区方針、各
クラブに対する要請事項として、会
員増強と新クラブの設立、それから、
2 つ以上のクラブで奉仕活動をする
「奉仕デー」がありました。
新クラブ設立については会長幹事
さんに伺ったところ、無理というこ
とでしたので、会員増強に力をいれ
ることにしました。その結果 7 月の
スタート時点に対して 12 月でプラ
ス 12、今年の 2 月末でプラス 14 で
す。これは地区の中で第 4 グループ
と並んでトップでした。どうもあり
がとうございました。

奉仕デーについては準備に時間
をかけるのをやめて、
「天浜線花の
リレープロジェクト」を継続する
ことにしました。ガバナーからは
各クラブが同じ日に活動できない
かと言われましたが、植物にはそ
れぞれに適した季節があるので同
じ日には無理だが、年間を通じて
活動をするということで OK を取り
ました。この事業は 2018 年常葉大
学前駅にヤマブキの植樹をしたこ
とに始まりました。その後、コロナ
禍で思うような活動が難しくなり

ましたが、今年はその活動を新聞に
掲載することにしました。ガバナー
にその助成をお願いして、旧静岡
6・7 分区の 15RC に対して各クラブ
1 万円、計 15 万円を頂くことがで
きました。これによって、ロータリ
ーを市民の皆さんにより知ってい
ただき、会員増強につなげることも
できればと思います。
さて、創立 35 周年おめでとうご
ざいます。益々のご発展をお祈りし
ています。

・1923 年関東大震災で世界の RC か
ら贈られた義援金の額は現在のお
金にしてどのくらい？（3 億円以上）
・戦前日本が無理やり作った RI70
区は日本と当時の地名でどこ？
（朝鮮・台湾・満州）
＊本当は米山梅吉と同等の立役者
である福島さんのことを出題した
かったのですが、時間になりました
ので終わります。
☆入賞者・・発表：川合広高さん
賞品は防災セット
3 位 中村智次さん ３ポイント

ロータリークイズ大会
進行：佐藤 芳一 親睦委員長

2 位 桒原伸夫さん ５ポイント

問題 ≪抜粋 （ ）内は答え≫
・ロータリーができたのは、いつ、
どこ？
（1905 年・シカゴ）
・何月何日？
（2 月 23 日）
・何名で始まった？
（4 名）
・ポールハリスの奥さんの名前
は？
（ジーン）
・USA の次にできた国は？（カナダ） 1 位 竹内公一さん ８ポイント
・国際ロータリーという名前がで
きたのはいつ？
（1912 年）
・世界でクラブ数が 1000 を超えた
のは何年？
（1921 年）
・去年の 12 月現在、クラブ数は？
（36000 以上）
・去年 12 月の会員数は？
（119 万人）
・R 財団を名乗ったのは？
（1928 年）
・ポリオプラスの成立は？
（1985 年）
＊＊出席報告＊＊
・日本初のロータリアンは？
原 英登 出席委員
（福島喜三次さん）
会員数
45 名
・福島さんの入会したクラブは？
出席者数
30 名
（ダラス RC）
・米山梅吉の出生地は？ （東京） 出席算定会員数 38 名
出席率 78.95%
・米山梅吉の就職先は？
（三井銀行）
・東京 RC のチャーターメンバー
は？
（24 人）
・東京 RC 創立は？
（1921 年）
・東京 RC は世界で何番？（855 番）
・大阪 RC はいつできた？
（1923 年）

前々回出席者数
２４名
修正出席率
67.57%

