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吉岡 章 会長

自然災害、引き続く猛暑にやっと耐えしのんでいる毎日ですが、今度はボクシング界、
アメリカンフットボール界
等のスポーツ界のパワハラ問題、
日本はどうなっているのだろうと心配です。
絶対的権力は絶対に腐敗すると言われています。絶対的権力を象徴する言葉としては、朕は国家なり。平
家でなければ人にあらず。
この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることの なしと思えば。等があります。
団体の組織はどんなものが良いのか、色々な方に教えられました。
長島会員は卓話で中間職を無くし、
プロジェクト毎に責任者をつくる組織にすると良いと教えていただきました。
シンガポールの若き女性企業家は職員と同列で歩くべきだ、先頭に立って、職員が後からついてくると、職員
の声が聞えないと言われました。勿論軍隊ではピラミッド型の組織が必要ですが、名将は必ず部下の声を良く聞
き、
その上で孤独の苦しみの中で決断していたと思います。
それぞれの職種、環境でどの組織が良いかは私にはわかりませんが、大事なのはトップの謙虚さなのかと教え
られました。
不思議なのはロータリーの組織です。殆んどの会社は１００年続かないのですが、
ロータリーは１１３年続きなお
世界で発展し続けています。非常にやわらかい組織で又ロータリーの全ての人が謙虚さを持った人ばかりの集
団と改めて気付きました。

幹 事 報 告

池上 直子 幹事

①8月21日
（火）
ガバナー公式訪問のため、
8月24日
（金）
は例会はありません
8月31日
（金）
は第5週休会日となりますので
次の例会開催日は9月7日
（金）
となります、
お気を
つけください
②「ボーイスカウト報告書」
「静岡市手をつなぐ育成会会報誌」回覧します
③来週は事務局が休みのため、次週欠席の方は
本日の例会終了後までに久保田さんまで連絡を
お願いします
④マグネット式のバッジをご希望の方はまとめて購
入をします
⑤例会終了後コスモスにて歴代会長会の開催します

委員会報告
10/24は「世界ポリオデー」です。それに先駆けて
10/20（土）に新静岡セノバで募金活動を実施します。
2018年8月16日までのホームページ閲覧総回数：32083回

ロータリーソング

京戸 悦子 会員

四つのテスト

会員のお祝い
誕生日
繁田 修弘 会員
（1943年8月10日生）
中村 直喜 会員
（1949年8月15日生）
京戸 悦子 会員
(1954年8月1日生)

竹田 昭男 会員
(1954年8月15日生)

出 席 報 告
出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 7/27 42名 38名
本日 8/10 41名 40名

出 席
メイク 出席＋ 確 定
会員数 出席率 アップ メイクアップ 出席率 完 欠
31名 81.57％ 3
34 89.47％ 5
37名 92.50％ −
−
−
−
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淺井 友一 会員

○吉岡 章 会長
①廣田さんの卓話楽しみです。②立秋も過ぎた
のに、早く秋の来るのをただ待っています。③納
涼会写真ありがとうございます。
○野上 智徳 会員
今月の一言、
「あせらなくても、
あらそわなくても、
ゆずれば道は開ける」
○繁田 修弘 会員
いよいよ、後期高齢者、健康保険から後期高齢
者医療被保険に変わり、嬉しいやら、悲しいや
ら、
複雑です。
○中村 直喜 会員
8月15日、
６９回目の誕生日です。
お祝い有難うご
ざいます。竹田さんの写真、美人と一緒だからしょ
うがない！
○竹田 昭男 会員
本日は重要会議で欠席の予定でしたが、誕生日
のお祝い・週報担当・納涼会写真配賦などが重
なり予定を大幅変更、急遽出席しました。誕生日
のお祝い有難うございます。
６４才、漸くクラブ平
均年齢を超えたところ、
まだまだ
「半分青い」です。
納涼会の写真お買い上げスマイルありがとうござ
います、皆さん大変良い笑顔。
なお原画処分を
希望される方（一瞬スマイルが消えた方）
は別料
金で承ります。

会 員 卓 話

○星野 敏夫 会員・辻村 宜孝 会員
パワハラW
○芦澤 政広 会員
夜間例会の写真ありがとうございます。市野さん
ストリートジャズの写真ありがとうございます。繁田
さんストリートジャズお出掛け頂きありがとうございま
す、
ビールの差し入れ最高に美味しかったです！
○瀧島 金吾 会員
写真ありがとうございました。
○鈴木 正久 会員
写真有難う、
いい記念です。
○村松 克己 会員
スマイル委員の写真によるパワハラに負けました。
○栗原 孝明 会員
納涼例会の写真、
竹田さんありがとうございました！
○望月 由美 会員
竹田さま、
ありがとうございました、
夏の思い出２枚！
！
○岩本 雄 会員・淺井 友一 会員・坪内 志のぶ
会員・野末 辰朗 会員・山田 常夫 会員・中戸川
豊 会員・中村 憲司 会員・向井 正太郎 会員
竹田さん、
良い写真を沢山有難うございました！良
い思い出になります。
○清水 寿哉 会員
お暑い日が続きます。みなさま、御体ご自愛くださ
い、早退スマイルです。

東西の血を受けて
「自身の生い立ち」、
「日本とスペイン」、
「葛藤と今」、
「まと
め」の４部構成。生い立ちおよび日本とスペインの紹介では家族、
ワイナリーなどを紹介。東（日本）、西（スペイン）
の血を持つ心の
葛藤（特に１０代）
の経験談を踏まえ、軌道修正が出来たことの
説明。現在では、東西の血をプラスと考え、東西の橋渡し役、相
手の価値観尊重、粘り強いコミュニケーションによる問題・利害

廣田 英治 会員

の解決をモットーに、真のグローバル人材（＝ローカリゼーション）
に向け自己研さんを目指すことを説明。大変い興味深い講和で
廣田さんの熱い思いが伝わり皆さん聞き入っていました。
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例会日 毎週金曜日 12：30〜13：30
例会場 ホテルアソシア静岡ターミナル4F
◉会長 吉岡 章
副会長 大林 久人
幹事 池上 直子
副幹事 山田 常夫
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