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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「君が代・我等の生業」 

ソングリーダー 

原承範 君 

    

 四つのテスト唱和 

   原承範 君 

 

 ビジター紹介 

   日本銀行 静岡支店長 小高新吾 様 

 

 会長挨拶   沼田時子 君 

9 月 7 日ガバナー公式訪問で、生子ガバナー

からのご指摘について報告します。西クラブ

は梅ヶ島植樹、優秀生徒表彰、歯車塾と永年

続く奉仕活動が多いとお褒めをいただきまし

た。しかし 37 名という少ない人数での活動に

は限りがあるので会員増強をすることの必要

性を言われました。またその活動をマスコミ

に広報し、ガバナー事務所にも送ってほしい

そうです。規定審議会の内容にも触れられま

した。例会数を減らすことが独り歩きしてい

るようですが、奉仕行事を例会扱いにしたり

して工夫してほしいとのことです。財団、米

山の寄付についてはＯＫ，ベネファクターの

数が少ないとの指摘については毎年会長がし

ますからと了承いただきました。ポリオにつ

いては引き続きお願いしたいとのことです。

マイロータリーの登録が 12 名、ロータリーカ

ードの加入率も少ないのでどちらも増やして

くださいとのことです。西クラブが支払い時

に使うダイナースカードの加入も言われまし

た。これは理事会に掛けますがクラブが経費

を払うときにカード払いにするだけなので問

題はないと思います。それから先日お話しし

た日本ロータリー100 周年の寄付の件です

が、今年は一人 200 円の寄付がガバナー会で

決定したそうです。100 周年に何をするかは

まだ決まっていないけど準備にもお金が必要

だからということです。財団 100 周年は緒方

貞子さんの講演が決まっているそうで、一人

250 円の寄付要請ですがこれは任意です。理

事会に掛けますがご意見のある方はお申し出

ください。 
 

 委員会報告          

ゴルフ同好会 宮原伊之人君 

ロータリーの友 鈴木礼子君 

インフォームド グループミーティングの開催 

白鳥三和子君 

 

 幹事報告 山崎雅光 君 

11 月 19 日、20 日 2620 地区の地区大会が行 

われますので、出席義務者の方はじめ参加お願 

いします。 

 

 会員のお祝い 

袴田文治 君 92 歳の誕生日 

      一日 1 回大笑いする、1000 文字書く、万歩あるく

健康に気を付けてこれからも頑張ります。 

「光陰矢の如し」 

在籍 20 周年のお祝い 鈴木礼子 君 

      当クラブが 20 周年の際、女性会員の入会を認め

ることになり、その翌年高校の剣道部の先輩であ

る満井さんの紹介でロータリーに入会しました。 

会員増強に対するお祝い 金原康之 君 

      昨年度新委員 5 名の入会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Rotary Club of  

Shizuoka West Dist.2620 R.I 
 

 
 

 会 長 沼田時子 

 副会長 冨田英児 

 幹 事 山崎雅光 

 副幹事 白鳥三和子 

例会日：毎週水曜日 12：30 

（但し第一水曜日 18：30） 

例会場：ホテルセンチュリー静岡 

Tel 054-284-0111 

 

クラブ事務所 

静岡市葵区追手町 12-12 

静岡安藤ハザマビル 5階 

Tel:054-254-5611／Fax:054-221-0515 

The Rotary Club of  

Shizuoka West Dist.2620 R.I 

 出席報告・スマイル   大石剛士 君 

本日、会員 37 名中 

出席 30 名、欠席 7 名 

(無届なし) 

先々週 8 月 31 日 

会員 37 名、 

出席計算会員数 35 名、 

出席会員数 23 名 

メークアップ 1 名 

改正出席率 68.57％ 

先々々週 8 月 24 日  会員 37 名、 

出席計算会員数 36 名、出席会員数 28 名 

メークアップ 1 名、改正出席率 80.56％ 

沼田時子 君 

ガバナー訪問ご協力ありがとうございました。 

小高支店長どうぞ宜しくお願いします。 

望月正弘 君 

小高支店長 本日はおいそがしい所 

ありがとうございます。 

袴田文治 君 

お誕生日お祝い有難うございました。 

92 才になりました。「光陰矢の如し」 

片嶋政昭 君 

誕生日のお祝いありがとうございました。 

46 才になりました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

鈴木礼子 君 

入会 20 周年のお祝ありがとうございます。 

善き人達に恵まれて幸せな 20 年でした。 

榊一夫 君、冨田英児 君、鈴木麻祐子 君、 

岡村真央 君、岸田裕之 君 

袴田先生誕生日おめでとうございます。 

礼子先生 20 周年おめでとうございます。 

鍋田芳久 君、原承範 君、宮原伊之人 君 

大石剛士 君、水戸浩一 君、金原康之 君 

山梨透君 

片嶋君誕生日おめでとうございます。来週も再会

できましように 

満井義政 君 

金ちゃん久しぶり 

 

 

北島俊秀 君 

宮城島さん 9 月 8 日（木）6 時 30 分頃 NHK 見ま

したよ。．．．焼津信金さんがんばっていますね。 

白鳥勝平 君、武藤宏之 君 

育成会にスマイル 

 

 卓話 

最近の金融経済情勢 

日本銀行静岡支店長 小高新吾 様 

      １．自己紹介 

２．日本銀行について 

３．わが国の金融政策 

４．日本経済の足取り  

と静岡県経済の現況 

 

 

 

 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 


