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米山奨学生への奨学金寄贈
ヒュン・ソー・バンさんからの
御礼の挨拶
来月 9 月 16 日に大学院への
進級試験があるため、夏休み
返上で毎日一生懸命勉強して
いす。

「我等の生業」
ソングリーダー
海老原正之君
四つのテスト唱和
海老原正之君
本日のお客さま並びにビジター紹介
米山奨学生 ヒュン・ソー・バンさん
会長挨拶
沼田時子 君
先日急遽連絡が入り第５分区の会長・幹事会
が開かれました。内容をご報告します。議事
１として、RI 規定審議会の決定報告、これは
皆様にご案内済みのものです。2620 地区の方
針については、現状通りで本年末に出来上が
る手続要覧を基に決定していくということで
した。議案 2 は 11 月 20 日にグランシップで
開催される地区大会で昨年のような分区別屋
台村と物産展を開くそうで、地区として何が
よろしいかということですが、屋台村では黒
はんぺん、物産展は田丸屋わさび店と磯自慢
さんという案が出て各々確認していただくこ
とになりました。何かこれというものがあれ
ばご提案ください。議案 3 は日本に初めてロ
ータリーが誕生して 100 周年を迎えるので
「100 周年委員会」の発足に伴う一人 200 円
の寄付のお願いでした。これは任意なので理
事会にて決定していきたいと思います。最後
に榛南 RC と静岡北 RC から牧之原市のはな
ちゃんの心臓移植の募金のお願いでした。今
日 BOX を回しますので賛同する方はお願い
いたします。

幹事報告
山崎雅光 君
2016 年の規定審議会の報告書ポケットに入れて
いきました。大切な内容ですから必ず目を通して
置いて下さい。
ドネーションのお願い
委員会報告
第 3IFGM リーダー 満井義政君
8 月 31 日(水)11 名参加予定、青少年育成会に
関して意見交換したいとの事
会員拡大 斯波幹和 君
来週の例会では会員拡大に
ついてテーブルデスカッション
を予定している。
ロータリー財団 渡辺憲治君
ロータリー財団アウトライン及
び 3 つの寄付金についての
説明
会員の誕生日祝い
原 承範君
50 歳になりました。まだまだ
未熟なのでご指導の程よろ
しくお願いいたします。

出席報告・スマイル
北島俊秀 君
本日、会員 37 名中 28 名出席、無届なし
先々週（8/3）の改正出席率
出席計算会員数 36 名、出席会員数 27 名
メーキャップ 2 名、改正出席率 80.56％
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原 承範君
誕生日のお祝い有難うございます。いよいよ
50 台の仲間入りです。今年も一人で祝杯をあげ
たいと思います。
満井義政君
オリンピックを楽しませてもらいました。選手たち
にスマイル！！
海老原正之君
現在、静岡県交通基盤部農地局のご協力をいた
だき、三井住友信託銀行静岡支店の 1 階ロビー
で、 静岡の棚田を守ろう 展を行っています。静
岡放送のテレビ番組「Sole いいね！」の中で 9 月
7 日(水)に 30 秒間だけ紹介してもらえることにな
りました。9 月 16 日までロビー展は実施していま
すので、ご興味のある方は是非ご来店ください。
山梨 透君
静岡の歴史探訪で市内を案内して頂きました。
その中で宮原さんのお宅を発見しました！！
宮原伊之人君
本日新会員入会卓話させて頂きます。宜しくお願
いします。
袴田文治君、野木秀明君、榊 一夫君、
宮城嶋孝君、北島俊秀君、冨田英児君、
鈴木麻祐子君、沼田時子君、内海克彦君、
大石剛志君、川崎友和君
宮原さん卓話頑張ってください。応援しています。
鍋田芳久君、山崎雅光君
伊之人君の卓話にスマイル。それと初めて
「おじいさん」になりました。(鍋田)
杉山 元君
宮原伊之人さん卓話楽しみにしています。
また、しっかり出来るよういのっとります。
卓話
様
宮原伊之人君
今年の 4 月に入会しまし
た宮原でございます。仕
事は静岡の地場産業の
一つでございます雛人形
の雛具を製造していま
す。静岡の雛具製造は、
久能山東照宮の建立時
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に全国から呼び寄せられた宮大工職人が静岡に
住みついたことから始まったものであり、歴史の
ある伝統工芸のひとつです。しかし、近年は、少
子化、経済情勢の厳しさでなかなか商売も大変
ですが、新商品を開発して日々精進して参りたい
と思います。家族は妻と高校 3 年になります双子
の娘がおります。長女の学校でＰＴＡの会長をや
らせて頂いております。娘の学校は静岡で一番
古い女子校ですが、近年では少子化で新入生徒
が少なく大変厳しい状況のようです。クラブの皆
様には小学生でこちらの学校に入学したいお嬢
様がいらっしゃいましたら、是非ご紹介くださいま
せ。折角クラブに入会させて頂きましたので、奉
仕の精神で頑張りたいと思います。
閉会の点鐘

沼田時子 君

