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♪奉仕の理想 ♪三百六十五歩のマーチ
４つのテスト

職業奉仕委員会 近藤 吉典

委員長

ゲスト

TEAM ももいろ

小野

真由美（おの まゆみ） 様

米山記念奨学生

ナン

イチエン 様

杉本

昭

会長

先々週の土曜日 10 月
24 日に法月ガバナー補佐
主催の会長幹事会がパレ
スホテル掛川で開かれま
したので村田幹事と参加
してきました。本来は幹
事報告となりますが、今
日はこの時間を借りて私
の立場からの報告をした
いと思います。
ちなみに、現在の私たちのグループ「静岡第 4 グループ」は
焼津から磐田までの 10 クラブ、会員数は 392 名（8 月度）で
す。地区は、静岡第 1～第 5、山梨第 1～中央第 3 グループの
8 グループ、77 クラブ、2,889 名の会員数ですので、当グル
ープは会員数比率 13.6％で会員数規模では地区で 4 番目で
す。最大の静岡第 5 グループの 594 名、最小の山梨中央第 3
グループで 206 名の大小平均値が 400 名で当グループの会員
数に近く、また、第 4 グループ内では当クラブ会員数 54 名は
かろうじてトップを維持していますが会員数比率は 13.8％で
あり、どちらも中ほどに位置していて地区内でも最も標準的
なクラブ規模であると言えます。
さて今回の会長幹事会は第 3 回目ですが、初回はコロナ禍
のために紙ベース・ファイルでのお知らせとなり、2 回目は
西部の 2 クラブが欠席、今回の 3 回目で初めて 10 クラブ全て
が揃い、加えて志田ガバナーと寺戸地区幹事が出席されまし
た。議題は 4 つありましたので簡単に内容を報告いたしま
す。
①静岡第 4・第 5 グループの再編について改めて 4 クラブを
代表し磐田 RC の川原会長が説明され、そのうえで志田ガバ
ナーにご本人の意向を伺い、今の体制で数年間進めたうえ
で、その時点で検討すべきかどうかを判断するという結論

になりました。
②荻原ガバナーのクラブ退会に至る事情説明がありました。
③第 4 グループ IM の開催が 2021 年 3 月 13 日にアンビア松風
閣で開催することが決定しました。改めて IM 実行委員会が
来訪され、例会にご説明を頂く予定です。
④会員増強と維持活動についての各クラブ報告がありまし
た。尚、焼津ロータリークラブでは、会員増強委員会の方
で炉辺会合を開催し今後の活動計画などを議論しました。
「私のロータリィ･･その 5」静岡第 4 グループ＃3 会長幹事会
報告でした。

米山記念奨学生奨学金授与
杉本昭会長より米山記念奨学生ナンイチエンさんに奨学金を
授与しました。

村田 昌弘

幹事

・12 月例会プログラムが承認されましたので本日配布しまし
た。
・クリスマス家族例会について後ほど委員会報告がありま
す。
・本年度も多々良匡君が小川中学校で道徳の講話を行いま
す。加えて、モラロジー研究所の情報誌に多々良君の記事
が掲載されておりますので、理事会の承認を得て配布させ
ていただきました。

・皆さんの名札が入っているレターケースが老朽化している
ため、特別会計より支出して購入します。
・臨時持ち回り理事会でクリスマス家族例会の日程と場所の
変更が承認されました。

親睦活動委員会

坂本

繁

委員長

今年のクリスマス例会の日程変更ですが、12 月 20 日日曜日の
予定でしたが、コロナ禍等の影響で会場の条件が合わず、都合
により、12 月 23 日水曜日アンビア松風閣で開催する予定で
す。本日、申込チラシを配布させていただきました。

高橋

坂本 繁 君
仲野さんと大石さんにご指導を頂いている朝顔も今年で 2 年
目になり、いくつかの種を取ることができるようになりました。
種を取る際に一部地面に落ちてしまった種もあり諦めていま
したが、地面から可愛い双葉が 3 つ現れました。寒い季節に向
かう時期でもあり無理であろうと思いながらも鉢に移し替え
見守ったところ 10 月に入り、なんと 4 つの花が咲き、11 月に
入ってからも２つの花が咲きました。寒い朝、けなげにもしっ
かり開花した朝顔から沢山のエネルギーと笑顔をいただいた
のでスマイルします。

幸弘 君

本人誕生祝
近藤
金丸

吉典 君
好孝 君

S22.11.5 福﨑
S44.11.7 芳村

正展
正樹

君
君

S43.11.5
S42.11.9

夫人誕生祝
仲野

和則 君（京子様）11.8 柴田

英典

君（淳子様）11.11

卓話者

演題

TEAM ももいろ

小野 真由美様
石田 江利子君

「TEAM ももいろ活動報告」

当クラブからも協賛金を授与し、支援しています。
最近 の 様々 な 活動 に つい て卓 話 を頂 き まし た 。

柴田

英典

君

久保田 好一 君
職業能力開発協会から推薦を受けまして、昨日、川勝県知事
より瑞宝単光章を伝達されました。

村松

直行 君

若輩者ではございますが代表取締役社長に就任致しました。こ
れからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

多々良 匡

君

全国で共通の理念のもと「道経一体思想」これは道徳と経済と
を常に合わせ持って事業を進めて行きましょうとの考えの団
体である「日本道経会」の月刊紙「モラル BIZ プレミア 11 月
号」に私の失敗談やお店の成り立ちを掲載して頂きました。加
来耕三先生や広池千九郎先生の三方よしの実践哲学と併せて
お読み頂ければ幸いです。

青島

会員数

(54)

直久 君

晃一 君

先月の 22 日の例会卓話にて「カイロプラティック」について
皆様に健康についてお伝え出来た事を嬉しく思います。ありが
とうございました。その健康について 11 月 1 日（日）と 3 日
（祭日）に焼津市と藤枝市にて健康講座を催す事ができ、健康
意識を持ってくださる市民にもまた嬉しく感じました。これか
らも世の中の健康維持について多くの方にお伝えしたいと思
います。

出席率

40 名

74.07%

10月15日

確定

M-UP

出席率

54
11 月 5 日

本日、ナンイチエンさんが午前に多々良匡君の丸一家具センタ
ー様を見学させていただき、例会後に大石訓永君のトマル水産
様を見学させていただきます。スマイルします。

中山

出席数

ありません

0名

87.04%

