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★会長報告       仲野 和則 会長 
春一番が吹き、気温

も暖かくなったり、

また急に真冬の寒さ

に戻ってみたりで気

候が大変不安定にな

っております。体調

を崩しやすい時期で

すので、 

十分注意し健康管理には気をつけて頂きたいと思

います。今年度の活動も 3分の 2を経過致しました。

何か肩の荷が少しずつ軽くなった気が致します。 

桜前線の話題が出始めているこの頃ですが、日本気

象協会は各地の桜の満開日について予想を発表し、 

静岡市は 4 月 1 日の見込みとの事です。満開になる

のは開花より 1 週間から 10 日程度のようです。 

まもなく 3 月 28 日次年度の PETS（会長エレクト

研修セミナー）、4 月 18 日地区研修・協議会等が

あり、次年度計画、準備に一層拍車がかかってくる

時期だと思います。残りの 3 ケ月は今年度と次年度

が交錯してメンバーの皆様には忙しい時期になる

と思います。円滑な引継ぎが出来ますようにご協力

をお願いします。 

 

★幹事よりお知らせ 幹事  伊東 良洋 君 

・3 月 14 日と 15 日と事務局事務所移転を行いました。 

お手伝い頂きました皆様ありがとうございました。ま

た駐車場ですがビルの後ろ側（北側）に何台か停める

ことができます。よろしくお願いします。 

・次回例会後に同会場で理事会を開催しますので理事会

メンバーの方は予定をお願いします。 

 

 

 

 

・4 月 2 日の例会をお願いしている石田律子様からご 

依頼があり、皆様の引き出しに「焼津ロータリーク

ラブの皆様へ」という案内文を入れておきました

が、例会当日はどこかにピンク色を取り入れた服装

でご参加くださいとのことですのでそのようにお

願いいたします。 

★委員会報告 

会員増強委員会 福﨑 正展 委員長 

・今週の日曜日ですが、レディース会員親睦会が開催されます。 

今年度から女性会員の増強をということもありこちらに山竹

さんと一緒に参加してきます。自分は、主にＪＣ関係者をあ

たっていますが、ＪＣ関係者以外の方のご紹介などをお待ち

しております。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

★会員のお慶び 

 
【本人誕生祝】 

〇藤原 明 君(S2.3.20) 

米寿のお祝いになります。 

 

 

 

 

 

 

 

第２６６４回 例会  平成２７年３月１９日（木）１２：３０～  雨    
SongLeader  親睦活動委員会 村松 英和 委員長 

   ♪我らの生業 

Guest  国際ロータリー第 2620 地区 ロータリー財団委員会 

              副委員長   曽根 眞人（そね まこと） 様 



★スマイル報告 
 

①   藤原 明 君 

米寿のお祝いの超大型スマイルは去年いたしまし 

た。今日はメガソーラーが約 1 メガキロ 36 円で日 

当たりのよい九州で契約できましたのでスマイル 

させて頂きます。 

②   松村 友吉 君 

海外まき網船「第 18 松友丸」の竣工披露を 26 日に 

行います。そのため来週の例会を欠席させて頂きま 

すが、弊社にとって大きな事業のスタートですので、 

なんとしても成功させたいと思っております。 

1 週間早いですが、スマイルさせて頂きます。 

③   久野 匠一 君 

弊社新丸正は、お蔭様で創業 80 周年を迎え、先週 

台湾に社員旅行に行ってきました。例会を欠席し申 

し訳ありませんでした。ということスマイルさせて 

頂きます。 

④   近藤 吉典 君 

3 月 8 日、次男が結婚式を挙げました。昨年 10 月に 

入籍しましたが勤務の関係で今年にずれ込んでし 

まいました。新郎新婦の友人を中心とした和やかな 

式でした。 

「恵比寿ガーデンプレイス」のレストランでの式で 

したのでビールはもちろん「サッポロ黒ラベル」で 

す。 

⑤   小林 学史 君 

息子の大学、娘の高校進学が決まりました。これか 

ら多額の出費が待っているので本当は私がスマイ 

ルを頂きたいくらいです。 

⑥   村松 直行 君 

この度長女が無事に第一志望の大学に合格しまし 

た。4 月から東京で新生活が始まりますが、親と 

しては喜び半分心配半分で非常に複雑な気持ちで 

すが、楽しく充実した大学生活を送ってもらいたい 

です。 

⑦   多々良 匡 君 

孫 2 人が小学校を卒業です。すこやかな成長を願っ 

てスマイルします。 

⑧   伊東 良洋 君 

3 月 14 日 15 日で事務局引っ越しが終わりました。 

お手伝いして頂いた皆様、階段を何度ものぼりおり 

していただきありがとうございました。 

また、子供の高校受験も無事に終わりあわせてスマ 

イルします。 

 

 

★卓話 
卓話者 

国際ロータリー第 2620 地区 

ロータリー財団委員会 

副委員長    曽根眞人（そねまこと）様 

 

演題 『国際ロータリーとロータリー財団』 

 

国際ロータリー（R I）とロータリー財団（TRF）は別々

の組織として存在しますが、その目的は一体で世界平

和・世界理解を目指しています。では、ロータリーも目

的は何でしょうか。親睦ですか、奉仕ですか？ 世界の

ロータリーの変化に沿

って日本も大きく舵が

とられました。親睦か

ら奉仕です。 

ロ ー タ リ ー 財 団 は

『 世 界 で 良 い こ と す

る』ために、その資金

を集め、活動の方向性

を RI の目的に向かって指導するためにあります。 

奉仕活動のための資金は全て、ロータリアンの寄付で

賄われています。寄付には、毎年 100 ドルをお願いして

いる年次寄付、恒久基金への寄付、使途指定寄付の３つ

があります。 

年次寄付は３年間資金運用され、その収益で運営費を

賄い、３年後に全額が奉仕活動に使われます。また。恒

久基金への寄付は、将来にわたって資金運用され、そこ

から生まれた収益のみが奉仕活動に使用されます。いず

れも、国際財団活動資金と地区財団活動資金に半々に分

けられます。また、使途指定寄付は、目的を明示（ポリ

オ撲滅のためなど）して寄付するものです。 

焼津 RC は創立されてから本日までに、$339,526 財団

に寄付されています。 

年次寄付へ$1,000 以上寄付され、ポールハリス・フ

ェローになられている会員は 24 名おられ、その中のお

一人は$5,000 以上寄付されています。また、恒久基金へ

$1,000 以上寄付され、ベネファクターになられている会

員は 14 名おられます。 

一方、これらの資金をどのように焼津 RC が活用され

ているか見てみましょう。これまでにこのクラブから国

際親善奨学生を６名出されています。また、GSE のメン

バーも３名出されています。さらに昨年度は地区補助金

を活用され、公園整備事業を実施されています。 

これらの実施するために、これまで財団に寄付された

総額のほぼ半額が財団から支給されています。大変バラ

ンスのとれた財団活動をされていると思います。 

今後とも、ロータリー財団活動への参加とそれを支える

資金の提供の一層のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

★出席報告 

 
会員数 出席数 出席率 

3月5日 

M-UP 

確定 

出席率 

3月 19日 
46 

(46) 
38名 82.61% 5名 90.91% 

★メークアップ 

藤原 明  君（静岡日本平ロータリークラブ） 

倉嶋 伸康 君（インターシティミーティング） 

松村 友吉 君（インターシティミーティング） 

浅原 博  君（インターシティミーティング） 

村松 英和 君（インターシティミーティング） 

 

★例会の様子 

 

 

 

 

 

 


