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吉岡 章 会長

第２次産業革命の繁栄の後、
バブルの崩壊で大都会、工業都市のシカゴは大不況が続き、
ポールハリス他３名で集まり、相互扶助、色々な職種の人の考え方を聞き発想の交換をするこ
とにした。
相互扶助の内容
1、物を買う時、
なるべく会員から購入、会員は原価で取引する。
これが親戚付き合の意味の
ようです。
ポールハリスは弁護士ですので別途考慮。
２、地域社会から相談受けた時会員を紹介する。
以上２つの事を職業上の親戚付き合いが親睦と言う意味に近いと思います。
「我々の親
睦のエネルギーを世のため人のために」
と言う奉仕の概念が出来クラブの成長につながっ
たと言われます。やはりロータリーの原点は職業奉仕が一番大事です。現在のロータリーは
社会奉仕、国際奉仕と重点が移り易いのですが、
やはり会員の職業内容を良く知り合うこ
とが重要と思います。
幹 事 報 告

池上 直子 幹事

・本日開催の理事役員会報告
・11月の予定
9日
【会員卓話3】 阿部会員
16日
【創立記念例会】
23日
【憲法記念日】 休会
30日
【第5週休会2】
・駿河RC より
12月12日
（水） 公開夜間例会のご案内
参加希望の方は11月中に幹事まで連絡

ロータリーソング

小島 万記 会員

国歌・奉仕の理想

お客様紹介
荒

憲聖 様（入会予定者）

以上1名のお客様です。

委員会報告
村松 克己 公共イメージ向上委員

ロータリーの友紹介
・横 P18：先日募金活動をし
たが、「ポリオ撲滅までの
ガイド」最新情報が掲載さ
れているので一読して理解
を深めていただきたい。
・縦 P9：沖縄で３代続く女
性会長の話には注目を。
・縦 P15：旧静岡第６分区の
紹介が掲載されている。
・縦 P20：
「私の一冊」を紹介。

出 席 報 告
吉岡 章 会長

出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 10/12 41名 40名
本日 11/2 41名 41名

小島 万記 会員
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
35名 87.50％ 3
38 95.00％ 2
38名 92.68％ −
−
−
−

2018年11月7日までのホームページ閲覧総回数：32423回
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静岡日本平ロータリークラブ週報
会員のお祝い
誕生日
野末 辰朗 会員
（1927年11月7日）
年は勝手に取って行きます、言
いたくないが91歳、
お祝い有難
う、
これからもよろしく。
長島 十己知 会員
（1957年11月8日）
61歳になりました、
そろそろ定年
と言ったら野末先輩に怒られそ
う
・
・
・まだまだ若造、
よろしくお願い
します。

ス マ イ ル

坪内 志のぶ 会員

○吉岡 章 会長
①森さん、鈴木さん、辻村さん、大変申し訳ありませ
んでした。②地区大会、
ご参加ありがとうございました。
○野末 辰朗 会員
１１月７日で満９１歳になります。学校の成績はしりか
ら一番だった私がロータリークラブでは年齢が一番多
くなってしまいました。
○長島 十己知 会員
誕生日プレゼントありがとうございます。
あと９年間、一
生懸命働きます。

フ ォ ー ラ ム

○野村 泰俊 会員
10/21葵区民体育大会でヒザを打撲し地区大会を
欠席しました。出席メンバーの皆様にご迷惑をお掛
けしました。お詫びスマイル！葵区民大会では伝馬町
学区がBゾーン総合優勝しました。本日、財団フォー
ラムを担当させて頂きます。
○望月 由美 会員
お店の３０周年には本当にたくさんのお祝いを頂き、
胸が一杯になりました。
「３０年やってきて良かった！」
と心から思えた思い出に残る１日となりました。誠にあ
りがとうございました。
○野上 智徳 会員
一昨日、高１の次男と東京ドームへポールマッカート
ニーのライブに行ってきました。御年７６才のポール
は約３時間休みなく歌ってくれました。感動したので
スマイル！
！
○山田 常夫 会員
本日は見学者の荒様をお招きしました。皆さんどうぞ
よろしくお願いします。
○竹田 昭男 会員
10/20（ 土）
ポリオデー募金活動に参加出来ず申し
訳ございません。参加して下さった皆様ありがとうご
ざいました。明日の「静岡地区７クラブ合同コンペ」
・
・
・
頑張ります。

財団委員会フォーラム

ロータリー財団とは

財団の使命はロータリアンが、
あらゆる人々の健康状態を改善し、教育への支援を高
め貧困を救済することを通じて世界理解・親善・平和を達成すること。
クラブや地区活動
への補助金の提供やポリオ撲滅や平和の推進など、
そのグローバルな活動を資金面で
支えているのがロータリー財団。標語は「世界で良い事をしよう」、財団への寄付の行方
は別紙のとおり。
米山記念奨学会について

野村泰俊 委員長

日本の大学・大学院で学ぶ外国人留学生を対象に、全国のロータリアンの寄付を財
源として支援を行う民間の奨学団体。本事業の特長は世話クラブカウンセラー制度、奨
学生一人一人に会員の中からカウンセラーが付いて、奨学生との交流を深め、
日本での
生活が心豊かなものになるよう配慮している。
２０１８年度奨学生は８５２名、民間最大の
国際奨学事業。

「US$100PER CAPITA」

正会員全員が年次基金・恒久基金のい
ずれかに＄25以上の寄付をしてロータリー
年度の一人平均寄付額＄100以上に達し
たクラブに贈られる。

End Polio Now
キャンペーンの感謝状

ポリオ撲滅活動に少なく
とも＄1500を寄付したクラブ
に贈られる感謝状
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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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