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発展・・と進むと動画で紹介されています。ご覧く
ださい。
幹事報告 山崎雅光 君
次々期会長指名委員会について

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
北島俊秀 君
四つのテスト唱和
北島俊秀 君
会長挨拶
沼田時子 君
今日はガバナー補佐の公式訪問です。
朝比奈潔様、そして 3 月 26 日開催のＩＭの実行
委員長の佐野芳正様、ようこそお越し下さいまし
た。どうぞ宜しくお願いいたします。
さて 10 月は日本独自の「米山月間」です。本日
は西クラブが世話クラブになっている米山奨学生
ヒュン・ソーバンさんに卓話をお願いしてありま
す。2016 年 7 月現在でこれまでに支援した奨学
生は 19197 人、世界 124 の国と地域に及びま
す。昨年度の事業費は 12.6 億円、民間では国内
最大の規模です。彼女達が将来日本と世界を結
ぶ懸け橋となって活躍されることを期待していま
す。そして世界では「経済と地域社会の発展月
間」です。余り聞きなれない言葉ですが、2014 年
10 月のＲＩ理事会での決定事項で、昨年７月か
ら、6 つの分野に重点を絞り活動していくことにな
った中の１つです。世界には仕事に就いているの
にもかかわらず、1 日 1 ドル 25 セント未満で暮さ
なければならない人が 14 億人近くいます。ロータ
リーは研修、雇用の機会、小口ローンを提供する
ことで、経済や地域社会の発展や貧困の緩和に
取り組んでいます。仕事に必要な道具を寄贈した
り、職業研修を行ったりすることで、貧困地域にお
ける企業家やリーダー、特に女性を応援する活
動を行っています。ＭｙＲｏｙａｒｙのラーニング資
料・・優先活動・・重点分野・・経済と地域社会の

委員会報告
育成会 大橋章男 君
11 月 19 日（土）歯車塾が駒形小学校で開催され
ます。静岡西ロータリークラブ独自の奉仕活動で
す。皆様 是非ご参加ください。

広報 IT 委員会 野木秀明 君
11 月 13 日（日）異文化コミュニケーション体験フ
ェアに当クラブもブースを出展します。ついては皆
様の参加をお願いいたします。
奉仕プロジェクト運営委員会 加藤博一 君
梅ケ島植樹が 10 月 30（日）です。時間通りスル
ガ銀行前に集合してください。既にバスの希望者
が 70 名おり定員が 66 名であるため何方かのご
協力をお願いする場合がございます。
ハイキング同好会 鍋田芳久 君
11 月 23 日（水）浜石岳への秋のハイキングを
行います。
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会計報告 白鳥三和子 君
前期の会計報告を別紙の通り報告
ゴルフ同好会 宮原伊之人 君
12 月 4 日（日）第 2 回静岡西ロータリークラブ主
催コンペを静岡カントリークラブ島田コースで開催
します。
出席報告・スマイル
原承範 君
本日、会員 38 名
出席 27 名、欠席 11 名(無届 0 名)
先々週 10 月 5 日
出席計算会員数 37 名
出席会員数 27 名
メークアップ 1 名
改正出席率 75.68％

IM 実行委員長（藤枝南） 佐野芳正 君
3 月 26 日 IM でお待ちしています。
よろしくお願いします。
沼田時子君
朝比奈ガバナー補佐、佐野 IM 実行委員長ようこ
そお越し下さいました。
袴田文治君
朝比奈ガバナー補佐、IM 実行委員長 佐野氏、
何卒宜しく御指導の程を
満井義政君、冨田英児君
朝比奈ガバナー補佐、佐野 IM 実行委員長ようこ
そ、ご来訪下さいました。
ご指導の程、よろしくお願いします。
白鳥三和子君
ガバナー補佐 朝比奈様、IM 実行委員長 佐野
様いらっしゃいませ。
本日 2015-2016 会計報告させていただきます。
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杉山元君
本日はソーバンさんの卓話です。練習の成果を、
是非見て頂きたいと思います。
ガンバレ！モ！ハイ！バー！ヨー！
北島俊秀君、渡辺憲治君、岡村真央君「
ヒュン・ソーバンさん いらっしゃい。
本日の卓話よろしくお願いいたします。
鍋田芳久君
11 月 23 日ハイキング
出席 お願いします。
榊一夫君、白鳥勝平君
育成会にスマイル。
ガバナー補佐公式訪問 朝比奈潔君
「3 月 26 日 IM について」
静岡西 RC への訪問は 3 回目になります。
私の任期も約 3 分の１を終え、既に次期の地区
役員の顔合せも始まっている。１１月 19 日、20
日に開催される地区大会は生子ガバナーの思い
いれも強いため、皆さん是非ご参加ください。
本日は 3 月 26 日（日）IM を PR したいと思いま
す。昨年は満井ガバナー補佐のもと、各クラブ紹
介等心のこもったすばらしい IM が開催された。
今年は酒をテーマにした藤枝にある 4 つの蔵元
の酒も振舞われ、全国でもめずらしい酒をテーマ
にした IM にしたいので、是非、志太の酒を堪能
いただきたい。
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IM 実行委員長 佐野芳正君
「3 月 26 日 IM 出席のお願い」
今回の IM は、里山の春をテーマに、皆様をおも
てなしする会場は朝比奈ガバナー補佐の経営さ
れる小杉苑であります。
日本酒の温度管理は、季節、食事などに合わせ
たものであり 5℃から 55℃の間で 10 種類ありま
す。志太の酒蔵は 6 箇所あるが、その中から事
前に各クラブで好みの酒をお伝え頂いた上で、そ
の場で当てて頂く 利酒等も予定しており、皆さん
に楽しんで頂ける IM にしたいと思いますので、是
非ご参加ください。
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卓話 米山奨学生 ヒュン・ソーバンさん
「私の異文化適応プロセス」
① 旅行者
② 参加者
③ ショック期
④ 適応期
日本に来て大学受験の失敗など 不安や孤独感
で大変な時期もあったが、適応できたことは、今
後の人生にとって大いに役立つとことであると思
います。今は大学の友人とパーティーや旅行をし
て楽しんでいる。ボランティアサークルに参加して
カンボジアに訪問したりして充実した生活を送っ
ている。

閉会の点鐘

沼田時子 君

