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思いやりのなさは優れた人をも凡人とする。

報 告      松葉義之君 
議会に際して前半の総括と後半期の

見たいと思います。就任にあたりま

クタル RI 会長および第 2620 地区

ーの”慈愛の種を播きましょう“まず

のクラブに慈愛の種を播きましょ

て本年のテーマを｢会員相互の友情

めよう｣と定めました。計画された活

会においてそれぞれ発表されますよ

実行されたと思います。会報も A4
りイメージを一新しました。インタ

次大会もホストの責任を全うする事

た。 
校の IA クラブの今後の活動と成長

す。10 月 9 日の 1500 回記念例会は

天野信直氏のお話や先輩パスト会

投稿をいただきました。盛大な記念

もあり思い出深い記念例会でした。 
な事は、本年のテーマを基に会員増

る計画でしたがそれぞれ止むを得ぬ

前期中に 5 名の会員が退会されまし

員数は 44 名となっております。現下

あたって増強は厳しい課題ではあり

，4 月の推薦強化月間はもとより、

会適任者のご紹介等会員諸氏の一層

強くお願い致します。また常にあっ

，テーブルメイトの活動，ご婦人グ

動等是非推進いただきたいと思いま

会員の減少は今後クラブ運営では委員会構成 
や予算の面で見直しを余儀なくされる事となり

ます。 
 現在取り組んでおります事業を検討して重点 
化を同時に整理統合等も必要となります。 
 そのために各委員会においては早めに委員会

を開催して来年度以降の活動や構成をご検討下

さい。 
 
■ 理 事 会 報 告    村松英昭君 
・ 1月，2月のプログラムの発表がありました。 
・ 会計より中間報告の発表がありました。 
・ 小沢惇君，竹内辰郎君の退会が承認されま

した。 
 
■ 幹 事 報 告      村松英昭君 
・ 2003 年～2004 年度地区委員ご承認のお礼

がきています。地区委員を青島克郎君にお

願いいたしました。インターアクト委員で

す。 
 
■ 出 席 報 告      小宮弘一郎君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 
前回の補正出席者 

29／44  65.91％ 38／44  86.36％ 

（１） 欠席者（事前連絡とメーキャップをどう

ぞ） 
○粟野君 ○桜井富君 ○竹田君 ○橋本延君  
○望月君 ○松葉隆君 板倉君 江﨑君 後藤

君  



酒向君 鈴木舜君 仲田晃君 山田君 柳原君 
（２） メーキャップ者 
水野 義猛君（焼津） 岩田  規君（藤枝南） 
橋本 延一君（藤枝南）竹田  勲君（藤枝南） 
宮崎啓之進君（藤枝南）松葉 隆夫君（藤枝南） 
村松 宏一君（藤枝南） 
 
■ ス マ イ ル ＢＯＸ   小宮弘一郎君 
・ 誕生祝いありがとうございました。６３才

になりますが気持ちはいつまでも 30代です。 
               小宮弘一郎君 
・ 婦人誕生祝いありがとうございました。共に

元気で頑張ります。     松葉 義之君 
・ 妻静枝，誕生祝       小西 啓一君 
・ 結婚祝いありがとうございます。 
               増田 國衛君 
・ 結婚記念日お祝いありがとうございます。 
               仲田 廣志君 
・ 皆出席祝いありがとうございます。 
               栗原  毅君 
・皆出席表彰を受けて     宮崎啓之進君 
・皆出席表彰ありがとうございました。 
               岩田  規君 
･ 皆出席お祝いありがとうございます。 
               宮川 邦光君 
・ 皆出席表彰ありがとうございます。 
               水野 義猛君 
  スマイル累計額   ５８０,０００円 
 
■ク ラ ブ 協 議 会 
○クラブ奉仕委員会      渡辺 篤司君 
・ 会員の前期出席率が前年度 89.09％に対し

今年度は 84.02％となっており、出席率が低

下している。後期については出席率を高め

るよう努力していく。 
・ 会員数については諸般により苦慮している

が、引き続き会員増強の取り組みを強化し

ていく。 
・ スマイルについては前期で 55万円となって

おり，目標の 100 万円を達成に向け、引き

続き会員皆様の協力をお願いします。 

 
○職業奉仕委員会       栗原  毅君 
・ 10 月職業奉仕月間では、サンエムパッケー

ジの三宅隆雄氏に宅話をお願いした。 
・ 当初計画の職業見学会は諸般の都合で中止

とした。 
・ ｢職業奉仕｣ということを今一度考えました

が，｢ロータリーとは何か｣を考えれば職業

奉仕につながるものと思います。｢自分の職

業を通して社会に奉仕する｣、ロータリーの

友に詳しく紹介されています。ロータリー

の友を是非お読み下さい。 
 
○社会奉仕委員会       橋本 延一君 
・ 市内社会福祉施設等への慰問・寄付など予

定通りに実施してきた。ポリオ・プラスの

目標額達成に向けて，皆様のご協力をお願

いします。 
 
○国際奉仕委員会       杉浦 良一君  
・ 世界社会奉仕活動（WCS）のプログラムお

よび研究グループ交換（GSE）の地区プロ

グラムに参加し協力していく。 
また、藤枝市国際友好協会の活動にも協力

していく。 
 

○会計            青島 彰君 
・ 前期の会計実績と後期予定を踏まえると、

会員 
・ 数の減による収入未達等により、決算見込

みは厳しい状況となっている。コストダウ

ンの努力をお願いしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
               

 （担当／松嵜） 


