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NO.19

　皆さん、こんにちは。本日は、先週開かれました地区
大会の報告を吉野副会長と山本幹事にしていただきます。
　本日の私のお話は、少し古い資料からですが、京都
地区ＲＣ500人と宇部西ＲＣ50人に「ロータリーこれで
よいのか」というテーマでアンケート調査をした結果につ
いてです。第1問「貴方はロータリアンであることに誇り
を感じるか」では92.4％がイエスでした。第2問「例会
100％遂行に意味を感じるか」では75.4％がイエス、第
3問「ロータリーは本当に楽しい所だと思う」では61.5％、
第5問「今までにロータリーを重荷に感じたことがある
か」では57％、第6問「自分の息子をロータリーに入れ
たいか」では67.9％、第11問「ロータリーが職業上のモ
ラル向上に役立っているか」では77.1％、第12問と13
問の「ロータリーが地域社会の発展に役立っているか」
が41.7％、「青少年の育成に役立っているか」が52.7％
でした。番外の質問「ロータリーはこれでよいと思います
か」では49.5％と、約半分の方がこれでよいとは思って
いないという結果です。
　ロータリアンに誇りを感じている人が92％と高い比率
であったことは、ロータリーの存在価値があることになり
ます。他の質問の結果からもまだまだ私たちはロータリー
活動を地域社会に向けて進めていくことが求められてい
るように感じました。アンケート調査は古いものですが、
今日のロータリークラブにおいても同様な課題があると
感じます。皆さんで知恵を出していきましょう。

ビジター  小笠原一夫君（沼津北）

他ＲＣ出席  積君・石川（三）君・山本君（11.19地区
大会第1日目）、（11.20地区大会第2日
目は裏面）

欠席者（13名）
東君、服部君、石川（三）君、實
石君、金子君、髙地君、楠木君、
峯村君、三好君、野際君、能見君、
大熊君、渡邊（洋）君
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12月2日（金）
　年次総会　団欒例会

会員誕生日　吉野　聖一君
配偶者誕生日　大友美穂子様（保志君）
　　　　　　大熊真由美様（宏幸君）

12月9日（金）
　第2回クラブ協議会・ガバナー補佐クラブ訪問
 （例会30分延長）

11月合計　23,714円
積君…地区大会では皆さんにお世話になりました。
渡邉（秀）君…先週は皆様に多大なるご迷惑をおかけし、
申し訳ありませんでした。今はもう元気です。
山口君…11/22に沼津市技能功労者で表彰されました。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…12/5（月）は12/3（土）夜間例会
 ファミリー忘年会
　沼　津　北…12/13（火）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/27（火）は裁量特別休会
　新　富　士…12/13（火）はXmas夜間例会・
 Ｇ補佐公式訪問
　　　　　　　12/27（火）は特別休会
　富士山吉原…12/15（木）は忘年家族会
　　　　　　　12/29（木）は特別休会
　富 士 宮 西…12/16（金）は夜間例会
 ファミリー忘年会18:30点鐘
　　　　　　　12/23（金）は祝日休会
　　　　　　　12/30（金）は裁量休会
　富　　　士…12/21（水）は家族夜間例会
　　　　　　　12/28（水）は年末休会
　沼　津　西…12/22（木）はクリスマス家族例会
　　　　　　　12/29（木）は裁量休会
２ ．12/22（木）忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）の
ご案内⇒出欠回答・会費納入・景品寄付は受付にて
３ ．ロータリー財団ご寄付のお願い（今年度地区目標：
US$150/人・年）
４ ．12月のロータリーレート　1ドル＝106円
５ ．2/26（日）2016-17年度静岡第3分区ＩＭのご
案内ポストイン　⇒2/24（金）の例会変更ですので
極力ご出席ください。出欠回答は事務局まで

◆第6回定例理事会
　2016.11.25（金）13:30～　出席者11名

【報告事項】
１ ．第7回定例理事会
　⇒12/22（木）17:00～（夜間例会前）
２ ．10/28（金）沼津4ＲＣ合同夜間例会収支報告
　⇒別紙の通り

【議事】
１ ．石渡保宣君の出席免除の解除　承認
２ ．12月例会プログラムの件　承認

12月9日 第2回クラブ協議会・ガバナー補佐
クラブ訪問 （例会30分延長）

12月16日 会員リレートーク
 会 員　服部　哲雄君・望月　美樹君

12月22日 忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）

12月30日 裁量休会

1月6日 年男年女放談（酉年）

３ ．2017年1月～3月テーブル編成の件　承認
　⇒別紙の通り
４ ．12/9（金）例会30分延長の件　承認
　⇒Ｇ補佐クラブ訪問・第2回クラブ協議会に伴い

第1回クラブ協議会❺
クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーの役割は：会長の年度目標の達
成を支援し、クラブを活性化させるための方策を提案
する。今年度は4期目であり、①会員のニーズを調査す
る。昨年度は、会員満足度アンケート調査を実施し会
員に配布。今年度もＲに関しての会員の意識等のアン
ケートを実施したい②クラブ目標を分析し、成果を評
価する③現・次会長、会長予定者と協議し、中長期的
計画を立てる。これらを基本として活動を推進したい。

ＳＡＡ 山口　和一
　ＲにおけるＳＡＡは、クラブ例会その他の会合にお
いて、気品と風紀を守り、会合がその目的を発揮できる
よう設営し、監督する責任があるとのことです。目的を
達成するために、会長、幹事、各委員会（特に出席・
親睦委員会）と連絡を密にとり有意義な例会作りに努め
たいと思います。●点鐘3分前コール●例会の司会進
行●例会場の入場、退場許可。例会場の開門、閉門
●早退、遅刻の承認や拒否●私語に対する警告●例
会場の設営、テーブル配置、座席指定（親睦委員会）
●テーブル編成表の作成（3ヶ月毎）●満テーブルの確
認・物品の配布●会員慶事記念品の選定●食事献立
への配慮（親睦委員会）●その他

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭 渡邉　雅昭 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭クラブ研修リーダークラブ研修リーダークラブ研修リーダークラブ研修リーダー

ＳＡＡ 山口　和一

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

点鐘からＧ挨拶まで②ＲＩ会長代理挨拶 本田博己様
（前橋ＲＣ）③大会決議案上程・採択④地区内クラブの
活動事例紹介⑤地区委員会報告・予告等⑥各種表彰⑦
青少年奉仕活動報告その1～ＲＡＣ活動報告⑧青少年
奉仕活動報告その2～青少年交換学友地区大会⑨青
少年奉仕活動報告その3～米山学友地区大会⑩Ｇエレ
クト、Ｇノミニー紹介⑪閉会のことば【第2】ＲＩ会長代理
ご夫妻歓迎晩餐会（19:00～20:30 於：ホテルセン
チュリー静岡）本田ＲＩ会長代理にご挨拶させていただ
きました（積ＰＧのおかげです）その後、前島Ｇ補佐主催
で第3分区の2次会。 （山本 洋祐）

中ホールで記念講
演会が行われまし
た。その後大懇親
会が行われました。
 （吉野 聖一）

（三）君、山本君、細澤君、實石君、峯村君、峯尾君、
三好君、森藤君、村上君、野際君、大熊君、大友君、
向坂君、寺田君、渡辺（芳）君、渡邊（洋）君、吉野君、
積邦子様、事務局鈴木様

【第1】地区委員長、クラブ会長・幹事会
（13:00～17:00 於：グランシップ）①開会

　グランシップ大ホールで10時から本会議
が開会し、12時30分閉会点鐘。軽食後、

11/19（土）出席者　表面に掲載
11/20（日）出席者　積君、石川

１日目

2日目

理 事 会 だ よ り

2016年11月19日（土）～11月20日（日）
於：グランシップ・ホテルセンチュリー静岡

記念講演会　三遊亭究斗氏

地区大会出席者
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11/20（日）出席者　積君、石川

１日目

2日目

理 事 会 だ よ り

2016年11月19日（土）～11月20日（日）
於：グランシップ・ホテルセンチュリー静岡

記念講演会　三遊亭究斗氏

地区大会出席者


