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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 

「それでこそロータリー」  

ソングリーダー安藤弘君      

 四つのテスト唱和 安藤弘君 

 

 本日のゲストおよびビジター紹介 

伊東西ロータリークラブ 野村玲三さん 

米山記念奨学生 ヒュン・ソーバンさん 

    

 会長挨拶   沼田時子 君               
今年初の通常例会です。沼田年度やっと半分が

過ぎました。残り半年もどうぞ宜しくお願いします。

１月は「職業奉仕月間」です。ロータリーの五大奉

仕部門の一つで、職業奉仕を通じて自分のスキ

ルを地域社会のため役立てたる、研修やスキル

開発を通じて人々の能力向上を助ける、ロータリ

ーの基本理念に則って高潔な行動を促す事とさ

れています。それには、自分の職業や仕事上の

ネットワークをロータリークラブの活動と結びつけ

ること、地域社会の問題解決のため専門能力を

生かし人々が新しい職業の機会や関心を見つけ

るのを助けること、仕事や生活においてロータリ

ーの中核的価値観である「高潔性」を奨励し、実

践することなどが含まれています。この月間に因

み、先週は職場見学として、日本平動物園を訪れ

ました。ビジターを含め 30名の参加、普段は入れ

ないバックヤードにも入れて頂き色々なご苦労話

も伺いました。その時の様子をご紹介します。 

 

 幹事報告   山崎雅光 君 

  ・本日例会終了後、理事会を開催します。 

・インフォームド・グループ・ミーティングを 2 月～ 

3 月に掛けて各グループ開催してください。 

・2 月 7 日（火）７クラブ合同例会をグランディエー 

ルブケトーカイで開催します。2 月 8 日（水）は振替 

休例会となります。 

 

 米山記念奨学金授与 

   ヒュン・ソーバンさん 

今年もよろしくお願いをいたします。先週卒業 

論文完成しました。やりたいことが沢山あります。 

これからも一生懸命に頑張ります。 

 

 委員会報告 

・青少年育成委員会 大橋章男君 

2 月 10 日(金)第 2 回歯車塾を開催いたします。会員

の集合は 14 時 15 分です。お手伝いの関係で 10 名

以上のメンバー参加をお願いします。 

・ゴルフ同好会 宮原伊之人君 

   第 3 回ゴルフコンペ 2 月 26 日（日）開催します。 

4 組限定です。参加をよろしくお願いします。 

   ・会計 冨田英児君 

上期会計報告 参照 「中間決算報告書」 

   ・研修リーダー 鈴木礼子君 

   ロータリーの友 １月号 熟読をお願いします。 

   次回１月２５日（水）例会 静岡西ロータリークラブ細則 

変更について協議します。 

 

 会員のお祝い（誕生日おめでとう）        

冨田英児くん 

本日 1 月 18 日

誕生日です。61 歳に

なりました。袋井の法

多山尊永寺に後厄の

お祓いに行ったら、尊

永寺では 61 歳は後

厄にはならないと聞い

てちょっと拍子抜けし

ました。 
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 出席報告・スマイル 宮原伊之人君 

出席報告 

本日 会員 38 名中出席 26 名欠席 12 名（無届０名） 

12 月 14 日 会員 38 名中 出席計算会員数 37 名  

出席会員数 26 名 メークアップ 1 名 

改正出席率 72. 97％ 

12 月 21 日 会員 38 名 出席計算会員数 37 名 

出席会員数 29 名 メークアップ０名 

改正出席率 78. 38％ 

 

伊東西ＲＣ野村玲三君 

あけましておめでとうございます。本年もよろしく 

お願いします。 

沼田時子君 

任期も残り半年となりました。皆様 益々のご協力 

宜しくお願いします。 

袴田文治君 

本年も宜しくお願い致します。 

満井義政君 

今年もよろしくお願いします。 

動物園は楽しかったですよ。 

高橋雅実君 

本年も宜しくお願いします。又、例会を早退させて 

頂きます。 

山梨透君 

本年最初の例会です。本年もよろしくお願い致します。 

冨田英児君 

今日で 61 歳になりました。袋井の法多山尊永寺に後 

厄のお祓いに行ったら、尊永寺では 61 歳は後厄にあ

たらないと聞いてちょっと拍子抜けしました。 

おみくじは「吉」でした。 

安藤弘君 

冨田さん お誕生日おめでとうございます。 

榊一夫君、岡村真央君、海老原正之君、 

北島俊秀君、鍋田芳久君 

今年もよろしくお願い致します。 

内海克彦君 

本年もセンチュリーともども、 

よろしくお願いをいたします。 

 

 

 卓 話   駿府十返舎一九研究会会長 

大畑緑郎さん 

「郷土出身 近世の大作家 十返舎一九」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 


