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今日は、小林Ｇ補佐・山下Ｇ補佐事務局にお運びいただき
ましてのＧ補佐期首訪問です。コロナ禍の中、当Ｃの運営も
異例づくめで対応に苦慮する場面が多々ございます。小林Ｇ
補佐におかれましても、ＩＭ中止を決断なされたり、地区並
びに静岡第 2 グループの運営におきましてご苦労が絶えない
日々をお過ごしになられているものと拝察いたしております。
本日は、
メインプログラムで小林Ｇ補佐の卓話をお願いいた
しておりますので、コロナ禍の中でのＲ活動についても指針を
お示しいただけることと思います。
皆様もご承知のとおり、今年は、日本のＲ 100 周年の年で
す。先月発売されました記念切手は購入されましたでしょう
か。発売枚数が少なく売り切れの郵便局が多いようですが、
ぜひご購入して活用していただきたいと思います。
東京ＲＣも10月20日、100周年を迎えられました。本来で
あれば、21日に東京ＲＣをスポンサークラブに持つ全国のク
ラブ会長が一堂に会して祝賀例会が開催される予定で、私も
招待をいただいておりましたが、こちらもコロナ禍の影響で会
員のみの記念例会となり伺うことができませんでした。当クラ
ブより祝電をお送りさせていただきましたことをご報告いたし
ます。
当クラブは、次年實石年度に70周年を迎えるわけでござい
ますが、米山梅吉翁が設立され初代会長を務められたＲＩ直
轄の東京ＲＣを親クラブに持てるということの重みを再認識
いたしている次第です。梅吉翁繋がりでお願いがございます。
例年、全会員が登録いただいております「米山梅吉記念館賛
助会員」の会費集金を今週、来週と行わせていただきます。よ
ろしくお願いいたします。
また、明日10月24日は「世界ポリオデー」です。以前お話申
し上げましたとおり、アフリカ地域のポリオ撲滅がなされ、全
世界でのポリオ撲滅までもう少し、パキスタンとアフガニスタ
ン、残すところこの2国のみとなりました。10月5日に予定され
ておりました沼津 4 クラブ合同の募金活動もコロナの影響で
中止になりましたので、11 月に例会の席上で募金活動をさせ
ていただく予定です。ご協力をお願いいたします。
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１．例会変更のお知らせ
沼津柿田川…11/4
（水）は11/3（火・祝）早朝例会
11/18
（水）は11/15（日）早朝例会
２．10/21
（水）
東京ＲＣ創立100周年記念例会兼祝
賀会 ⇒ご招待者参加は中止となったため、沼津
ＲＣ会長名にて祝電をお送りしました
３．10/23
（金）
例会前、Ｒ財団地区補助金事業寄贈
先施設ティンクル様を事前訪問 ⇒野際会長・峯
村幹事・石川Ｒ財団委員長 3名訪問
４．10/24
（土）
静岡第2グループ第2回会長幹事会
⇒野際会長・峯村幹事 2名出席予定
５．米山梅吉記念館賛助会員募集のお願い ⇒賛
助会費￥3,000 のご納入袋を卓上に設置いたしま
した。ご協力をお願いいたします

科目
金額
（千円）
地区資金
63,000
その他
6,500.1
合計
69,500.1
特別事業基金
10,743.393
ＲＩ規定審議会積立金
600
項目
科目
金額
（千円） 合計
（千円）
地区資金事業会計
22,680
37,180
事業会計 地区大会
13,500
特別事業基金
1,000
会議費
8,750
32,320.1
一般会計 負担金
2,475
管理費
21,095.1
支出合計
69,500.1
収

【新ガバナー 志田洪顯氏】 1944 年 6 月 23 日生、
1969年3月京都大学工学部電気工学科卒業、1969
年4月株式会社日立製作所入社、1973年5月株式
会社志田入社無限責任役員、1974 年 10 月静岡冷
蔵株式会社入社取締役、1992年6月静岡冷蔵株式
会社取締役社長就任、1997年5月魚市静岡魚市株
式会社監査役就任、2006年10月株式会社志田取
締役社長就任 （Ｒ履歴）1993 年静岡ＲＣ入会、
2001年静岡ＲＣ幹事、2009年静岡ＲＣ会長、2010
年クラブ研修リーダー、2013-14ＲＩ2620地区Ｇ
【Noblesseoblige】
・フランス語：[nɔblɛsɔbliʒ]「高
貴さは強制する」
・特権は、それを持たない人々への
義務によって釣り合いが保たれる・富裕層、有名人、
権力者、高学歴者が
「社会の模範となるように振る舞
うべきだ」・貴族に自発的な無私の行動を促す不文
律の社会心理・
「紳士 ･ 淑女」の謂いであり、中国で
言う「君子」である。高潔の士にはそれにふさわしい
責任と義務とが伴う。
【BUSHIDO：ThesoulofJapanbyInazoNitobe】
Chap.1BUSHIDOASANETHICALSYSTEM
・Bu-Shi-Do means literally Military-KnightWays- →武士道は文字通り軍事 - 騎士 - 道である
・thewayswhichfightingnoblesshouldobserve
intheirdailylifeas →戦う貴族が日常生活や職分
を果たす時においても従うべき道であり・wellas in
their vocation; in a word, the“ Precepts of
Knighthood”
, → 言 い 換 え れ ば 騎 士 の 掟、the
noblesse oblige of the warrior class. →武士階
級の身分に伴う義務である
【地区運営方針】１．
ＲＩとの連携の上にノーブレス・
オブリージュを自覚…ロータリアンは「選ばれし者で
ある」という誇りを持ち、奉仕活動は「選ばれし者の
義務」
である ２．
クラブ主体の地域振興 ３．
地区内
クラブ支援 ４．
増強は最大の社会貢献である
【地区目標】１．クラブ活性化 ①会員増強・維持：
純増 3.5％←Ｇ補佐が把握支援せよ ②公共イメー
ジ向上：
「世界を変える行動人」③Ｒ財団補助金活

用・寄付推進：全クラブ補助金活用・Ｒカード ④End
Polio：＄30 ２．合同奉仕事業 ３．地区セミナー・委
員会活用 ①ＲＬＩ ②卓話 ４．米山記念奨学事業
参加・支援 ①世話クラブ・カウンセラー引き受け ②
寄付￥16,000（普通￥4,000 特別寄付￥12,000）
５．ＲＪ100周年（2020年11月24日）ＲＩ戦略計画・
新ビジョン声明→クラブ戦略計画作成 ６．ＩＴ活用
促進：電子配信・MyRotary 全員登録 ７．米山梅
吉記念館の利用と支援：￥3,000（2019-20-21年度）
【負担金・地区目標】
・ＲＩ人頭分担金＄69・規定
審議会賦課金＄1・地区資金負担金￥21,000・Ｒ財
団寄付＄150 ・ポリオプラス寄付＄30・米山記念奨
学事業￥16,000・米山梅吉記念館¥3,000
【2020-21年度地区会計予算】

【AfterCorona/WithCoronaのＲＣ】
・
「疫病と世界
史」→歴史上疫病の影響は大きい・市井の人々の武
器はＩＣＴ（情報通信技術）
・Ｅクラブの存在（Make
up 無料でできますと呼び掛けている）・WEB 会議、
Online 呑み会などが一般的になっている・我々も
Online 出席が可能な例会等を検討するべきか・My
Rotary、Rotaryclubcentral、Rotary賞情報もNet
の時代・クラブ運営コストの低減など、増強に結びつ
かないか・WEBと合わせたHybrid例会など、検討
の余地がある
【2020-21ＲＩテーマLogo】

発表スライドより一部を抜粋して掲載しました。
※ＩＭ中止・地区大会延期の案内がありました

東君…妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
髙地君…妻の誕生日祝い、結婚記念日祝いありがと
うございます。長年の単身赴任と 2 歳の孫のおかげ
で、夫婦円満です。
野際君…小林Ｇ補佐、山下Ｇ補佐事務局、本日は
よろしくお願いいたします。
奥村君…小林俊Ｇ補佐、1年間頑張ってください。
積君…一昨日、東京ＲＣの創立100周年の式典に出
席させていただきました。コロナ禍で、会員と家族の
みに縮小したそうですが、それでも300人以上でした。
渡辺（芳）君…秋田の山中に、熊に会いに行ってきま
した。結婚祝いありがとうございます。
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