
 

  

杉本 昭 会長 

 

 本年度がスタートして 1 か月が経過しました。 

年度スタート前には例会場すらままならず地区のセミナーもす

べて休止状態でどうなることやら心配なまま突入しましたが、

クラブ協議会・臨時理事会・通常総会とクラブ運営も進み、地区

開催の 7/19財団セミナーに参加してやっと地区との関わりも肌

で感じることが出来ました。ただ、今週 7/26 に開催予定だった

米山記念奨学セミナーが山梨地方の豪雨によりドタキャンにな

るなど前途に不安を感じざるを得ませんが、本日例会後に開催

する＃1 定例理事会、そして 8 月に入りますと 8/06 早朝座禅例

会・指名委員会、8/08 いちご 

しゅくだいひろば、8/20 ガバ

ナ補佐訪問・会員増強クラブ

協議会と続き、地区では 8/08

新米山記念奨学生歓迎会/地

域別交流会 in静岡が、8/30に

は会員増強・維持セミナーが

開催されます。 

 私が会長挨拶時間の中で、例会の貴重な時間を割いてクラブ

や地区の催しを繰り返し紹介していることにお気付きの方もい

らっしゃると思いますが、それは「機会」に重きを置くからです。

RI 会長ホルガ―･クナークの『ロータリーは 機会の扉を開く』、 

荻原ガバナの『ロータリーの心と本質を理解し すべての機会

をとらえよう』を受け私は『知行合一』をターゲットとしました。 

中国 明のときに王陽明が起こした陽明学の命題の一つである

知(知ること)と行(行うこと)は同じ心の良知(人間に先天的に

備わっている善悪是非の判断能力)から発する作用であり分離

不可能であるとの考えであり論語の為政第二が元になっていま

す。維新の志士たちに大きな影響を与えたといわれており、私は

日本財団❋の笹川陽平会長が使われているところから知りまし

た。 

（❋課題を見つけて解決するためのモデルをつくり広める組織

で、「自ら行動を起こす」ことを大切にする） 

知る機会を得て、それを行動に移して初めて知ったことが意味

を持つ。クラブの計画に織り込まれた数々の活動「機会」を会員

皆で共有し、考え、行動に移していきたいと願う次第です。 

 

 

 

村田 昌弘 幹事 

 

・次週の例会は早朝座禅例会となりますのでお間違えのないよ 

うお願いします。 

・本日、例会終了後第 2 回理事会を開催しますので理事・役員の 

皆様は出席をお願いします。 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会 奥川 将之 委員長 

7 月 19 日財団セミナーに参加してきました。グローバル補助

金について実施例を浅原博君がプレゼンテーションされまし

た。ありがとうございました。ロータリーカード登録について、

現在 25％となっております。3年間利用がないと失効されてし

まうようです。ぜひ、皆様法人カードとして登録をお願いしま

す。 

職業奉仕委員会 近藤 吉典 君 

来週は早朝坐禅例会になります。メンバーの佐藤君のご厚意で

開催する運びになりました。SAA、職業奉仕委員会、お手伝い

いただける方は、6 時に集合をお願いします。6 時半から坐禅

スタートとなります。 

職業奉仕委員会 金丸 好孝 委員長 

8月 8日土曜日 9時よりいちごさん主催の宿題広場が和田公民

館で開催されます。ご参加の方、宜しくお願い致します。 

60 周年実行委員会 芳村 正樹 君 

記念事業として会員名簿を刷新させていただきます。本日より

会員の皆様の写真を撮影しております。来週以降も撮影をしま

すので、声をかけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2891 回例会(第 4 回)例会 新会員卓話 

     7 月 30 日(木)12:30～  例会場：ホテル アンビ・ア松風閣 

司会  村田 昌弘 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 中山 晃一 君  ♪手に手つないで ♪四つのテスト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             坂本 繁 委員長 

本人誕生祝 

小原 照光 君 (S27.7.31) 岩田 州生 君 (S41.7.31) 

松本 祥明 君 (S41.8.1)  山竹 葉子 君 (S33.8.4) 

 

夫人誕生祝 

大石 博之 君（恵様）7.31 

橋本 喜史 君（佳子様）8.1 

佐久間 博之 君（三津代様）8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田 英典 君 

松村 友吉 君 

7月19日(日)地区財団セミナーをグランシップで開催しました。

コロナで PETS も地区協もなくなり、久し振りの地区事業で焼津

RC からは、杉本会長、奥川財団委員長が出席してくれました。

また、グローバル補助金事業の筆頭で焼津 RC のスリランカ事業

を浅原元会長からパワポを使った紹介をしていただきました。

大変わかりやすいプレゼンで参加者皆、納得していました。御三

方に感謝し、スマイル致します。 

 

小原 照光 君 

7 月 9 日の例会のスマイル報告で間違いがありました。SBS ラジ

オフォーラム・静岡マイトーク出演日ですが、8 月 16 日 18:15

～18:30 に変更です。申し訳ありません。 

 

奥川 将之 君 

嫁に行った娘が 7 月 18 日に 3650g の男の子を無事出産しまし

た。外孫ですが、初孫ということでおじいちゃんになりましたの

でスマイルさせて頂きます。 

 

朝顔の会へのお礼スマイル 

久保田倫生君、橋本喜史君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員卓話者: 見原  範彦  君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019～2020 年度例会 100%出席表彰式 

鈴木 啓央 直前会長 

23 年間 倉嶋伸康君 

20 年間 青島直久君 

18 年間 大石訓永君 仲野和則君 

15 年間 岡村延昌君 

14 年間 多々良匡君 

10 年間 浅原 博君 

9 年間  水野康男君 

8 年間 村田昌弘君 村松直行君 

7 年間 吉田典充君 芳村正樹君 

6 年間 塩川 彰君 

5 年間 近藤吉典君 松村友吉君 奥川将之君 

清水誠一君 福﨑正展君 

4 年間 金丸好孝君 

3 年間 鈴木啓央君 

2 年間 杉本昭君 柴田英典君 見原健司君  岩田州生君 

1 年間 大石博之君 豊島恒之君 坂本繁君  豊嶋孝一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

7月 9日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 30日 
55 

(55) 
44名 80.00% 3名 81.82% 

 

深沢 英雄 君 （委員会）佐藤 秀裕 君（委員会） 

柴田 英典 君 （委員会） 

 
 

 

 

 


