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玉晨函面
伊東西Dータリークうブ第4i 代会長を務めさせていただきます石井苺弘で

す。1年間よろしくお願い致します。40周年記念式典など多忙を極めた沼冊

前会長、葛城幹事、本当〖ご苦労様でした。さて、九州をはじめ各地で異常

な豪爾が気〖なります。世界各地でも異常気象が籍き、グローバルな環境悪

化が原薗と言われます。先廿大阪で行われたcioサミットでも海洋プうスチック問題(J)「ブJヤ-·

オーシャン• ビジ3ン」などが話し合われました。これら環境問題〖ついては後廿会長挨拶で触れ

たいと思います。本廿は0ータリ-(J)新年度はなぜ7月1廿から始まる(J)ni, についてお話しした

いと思います。色々調べRI (J)ホームページ〖0ータリ―(J)懸史「Oータリ一年度(J)肛来J (J)項甘

を参考I:しました。通常、個人(J)事業主も会札も事業年度梢ぁり‘会礼では事業年度(f)終了後〖は

総会を開催しなければなりません。個A(J)場合は1月からii月までと決められていますが、会社(J)

場合は事業年度を会社(J)都合で月旧〖決めること力打月情J, mo膳目：シヵj''o-タリ-· クぅ

ブ机誕生し、アメリカ各地で0ータリー • クうブ洲設立されるようI:なりました。そうなりますと、

いろいろなクラブが顔を合わせるJンベンシ3ン (Convention)を開こうということになりま

した。今はコンベンションを屑際大会と訳しています。rnio年8月!�Bl:最i〗(J)大会が凋かれ、点ー

ル• ハリスが0ータリークうブ全米連合会(J)会長〖選ばれましt:。0-タリ—(f)大会といつても

登録者i訃0人、ささやかなスタートでした。0ータリ―(J)最初の会計年度は、第1且大会が終了し

た翌廿、rn10年8月rn廿に始まりました。翌年度(J)rnll年8月i,廿1:0ータリー全米連合会は0-

タリー屑際連合体I:なり、再度尿ー）レ'/\リス訊会長〖選ばれ、会計年度もこ(J)8程〖合わせ8月

i, 廿(J)胤始I:なっています。さらに、翌年,m年8月、理事会が当時(J)薗際日―タリ一クぅブ連合

会(J)会計監査を会計土［依頼した際りぅブ粋事と会翡洲十分な時間をもって大会〖向けt�財務報

告を應備し、クうブ代議員(J)数を決定できるょぅ、会訃年度(f)最終引;t6月聞廿〖する(f)が良ぃと

(J)提案を会翡土から受けたそうです。執行委員会は同意し、,m年4月(J)理事会で6月JO廿を会訃

年度(J)最終Bと定めましfら゜—タリ― f;tそ研受闘『年まで7月または8月〖年次大会を開催して

いましたが、ml闘年米屑シンシナシティで(J)年次大会〖ぉV汀])易(J)暑さを考慮し〔大会を6月
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〖開催する決議案を採択しました。これ〖より次(J)大会となるアトぅンタガ詑渇月に開催されるよ

ぅr:なりました。100年近くも前から「Oータリー年度」は， 6月JO廿〖年度が終わり、7月1廿

から開始になっています。こ(J)ことは屑際O―タリ—定款〖も明記されてぃまt そ(f)よぅtJ理肛

で事業年度訊7月から6月末(J)1年間r:なったそうです。履みにうイオンズクうブやりイズメン

ズクうブも7月から新年度です。以上年度初め(J)会長挨拶とさせていただきます〇
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0配偶者誕生廿おめでとう 牧野隆広君 未何代様

0結婚記念廿おめでとう t骨貴人君 東端克博君

[m� 圃直 藤井時美副幹事

07月ii廿（金）クうブ協議会は聞分ほどの峙間延長の予定。

0事業訃画書未提批の委員会はすみやか〖提批を。

07月［旧（火） 伊東西RC、伊東RC会長、幹事4名で伊東扉長翡開。

0「第[�目Dータリ全屑囲碁大会」を10月叶廿（土） 東京•雨ヶ谷の日本棋院本闘で開催。参圃費は

7千甘、車し込み締め切りは9月irn (金）。希望者は事務局まで。

炭本廿例会終了後理事会。ガバナ一月信は今年度からマイDータリーf:て電子配信。マイDータリー

に未登録の方は「洲傭地区の廿P」で閲覧を。
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優勝下村俊宏月 崩優勝!]1Jll1A君 J位野村玲三月

0伊束3クうブ親睦ゴル7

優勝藤井時美君西RC 皐優勝高橋信博君LC 3位高木廣一君 伊東RC
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萩原憔君• 杉本興一君，村上應宏君• 三井勇人君•飯島崇宏君 ·t甘勲君•勝又隆男君· 斎藤隆一

君•稲葉雅之君•大JI[起作君•沼日竹広君，久保田英二君•原幸男君•大胡充禾1j君•遠藤英夫君，

稲葉衛君• 堀0武彦君•石)II和正君• 立木秦月·沼圃渉君•松屋永久君·齊藤袢君•野朴玲三君，

鈴木甚支君·梶原幹人君•渡邊員光• 鈴木喜代志君

石井新会長、刷ii幹事、がんばって下さい。棄しみにしています。

石井 幸弘君 第4i代会長を務めさせて頂きます。1年間皆様のご協力をお願いいたします。今廿

砂し緊張しています。

沼圃 竹広君·葛賊式典君 1 年間ったない運営f:お付き合いいただきありがとうございました。

ただ、ほっとしています。

親睦活動委員会 今年1年間よろしくお願いします。

葛城式典君 牧野さん入会おめでとうございます。ゴ）v7〖飲み〖ケーションf:クうブうイ7を

棄しんで下さい。

梶原 斡人君 昨年度は例会運営ご協力いただきあり斜とうございました。本年度SA安西さん、

棗しい例会をよろしくお願いいたします！

藤井 時美君 6月別廿〖行われた伊東3クラブ親睦由vnンペで、メンバーと}\ンデ〖應まれ

闘しました。

齊藤 洋君 この度、弊礼 「沼津三菱自動車」の社長を退き、会長に見任しました。また後任の

社長 r:長男0齊藤周 （しゅう） が見任しました。私同様よろしくお願いいたします。

野村 玲三君 齊藤洋君社長交代、会長就任おめでとうございます。石井年度私竹監査役訊んばっ

て下さい。

藤井 翡美君 6月i4廿〖行われた東海自動車（株）の株主総会で役員〖翡任しました。これまでと

屑じ様 r:東海綜合警備保肩（株）り蘭務ですので、引き続き宜しくお願いします。

佐藤 周君 新たな領域ヘチャレンジします。精一杯努力しますのでご支援をお願いいたします。

五屠］屍直圏画
別rn-w年度国際Dータリー (RI)、マーク·ダこ1)レ［マDーこー会長は「Dータリーは世界

をつなく］テーマI:いたしました。若い弁護士としてシカ』：やって来た点ー）レ, I\リスがロータ

リーを創設した最大(J)理皿それは見何らぬ街でほか(J)人たちと「つtJがる」ことでしtこ 0 それか

ら1泄紀以上が経った今、私たちの周りには、点 ー）レ'!\リス(J)峙代［は想像もできtJnりたよう

な友情とネットリークを築くための方法机数多く存在しています。マローこー会長は、 「私たち(J)

奉仕話動は、伺じ価値観を共有し、より良V叶り＼りため〖行慟したいと願う人びとを結びつけ、地

域社会とつながり、職業(J)ネツトリ —クを広且強＜て末永ぃ関係構築ができる確固とした使命(f)

下、会員〖よる数多く(])1□ジェクトやプログうム、点リオ撲滅活動〖おける日ータリー(J)1) ーダー

シップ、国連と研仇力などを通じ、私たちはグ0ーバ）に］ミュこティとつながっています。」と語っ

ています。ちなみマ0-こ-RI会長はアメリカ7う］やマ州•ジケーターRCl: 所属で弁護士事務

所を経営している弁護士です。RI (J)理事で財団管理委員長や規定審議会議長などを歴任しており

ます。これを受けi蒻0地区、安問みち子ガバナーは地区且標として、 1 .  廿本(J)□ータリー 100周年

を祝い、次l\(f)一歩I:向けてRIと連携しよう。2. 米山梅吉記念館(J)flj用と支援。3. 地区セミナー

と委員会·委員を積極的〖活用しよう。4, 会員贈強·維持。5, クラブは奉仕(J)屈体!大きtJ課題

は近隣クうブで協力しよう。6. 粛リオ撲滅を歴史(J)1ページ〖(Dータリ―(J)対外的最優先事項）。

7. Dータリー公共イメー)(J)向上。8, 米』記念奨学事業l\(f)参加と支援を通じてクうブを活性化

しよう。9. Dータリー財団補助金(J)積極的酋用と寄付へ(J)理解● 椎進軋IT活用(f)屁追ま応

RI (J)規定審議会における多<(J)変更炉求められてもいます。そこで私は、クうブテーマとして

「Accept change and enjoy the rotary」を掲げました。廿本語訳で、 「変化を受け入れ、

0ータリーを楽しもう！」です。先ず、亀会員増強·罷持〖おいては現会員(J)罷持と2名(f)増強を

廿指していきます。それと共にここ数年で新会員が多く入会していただきました。0ータリー情

報委員会〖おける新会員セミナー（研修）tも力を入れていきます。②棄しい例会作りは、クうブ内

で扉び合うとき〖 「君」ではなく 「さん」呼びでお願いします。メンJ\-(f)卓詰も増やしていきま

す。③クうブ戦略計画委員会(J)設屑ヽRしI (J)永#委員長をリ―ダ一I:葛隠戦略訃画委員長と将来

(J)伊東西〖ついて議論し取りまとめをお願いしていきます。④親クうプでもあります伊東クうブ主

催(J)JMと山本諒ガバナー補佐(J)全面協力をしてぃきま主⑤地区補助金をれ侃じて＼伊東圃府(J)

保育薗〖闘書(J)寄贈を行つていきま克更日計仇東クうブさんと(f)グ。-!りけ蒻肘抒滑衿て、来

年度行われるオリンピックバうリンピック(J)点ツチヤ競技〖て中外iりぎ手(f)支援も枇来tJいかを協議

していきます。⑥アジア〖おける国際奉仕として台湾大安RCと(J)関歯訃屈ぢ、それ以外でアジ7

で(J)奉仕活動が枇来ないiを模索してぃきまt ⑦象族会(f)充実は伊束西クうブ(f)最大(f)特徴でも

あります。⑧デジタ ）レ｛似）推進は廿Pを充実して、他クうブからメークアップやメン1,-(J)ビジネ

ス1:もプうス1:なるよう〖努めます。廿Pで(J)ガバナー月信ゃ週報も誠めるよぅ1:していきま丸

各委員会(J)説明は次週りうブ協議会〖て委員長〖話していただきます。梶メ一クァツプ(f)件は理

事会にて協議して後廿報告いたします。前会長〖比べますと非力な会長です訊一生懸命務めてい

きます(J)で1年翡1よろし＜む願訊屯↓まt

直]�塁］國屠］
沼冊会長から始まった昭和｝〇台組 ちまたでは西0ータ1)-(J)黄金世代と言われています。沼且

さん•石井さん•そして来年は村上さんそれぞれ個性(J)違いをぉ楽しみぃただけるとガと思いま丸

さて、胤l会長と言えばもう一つ「会員拡大，信持委員会」という当て職があります。諸先輩方(J)努

ヵ〖より、�o人という大所帯I:なった今\こ(J)数字を維持してい<(J)はn沈リ)(J)プレッシャーで、

痩せる思いです訊皆様(J)情報提供をぉ願いしたいと思ぃます〇特に今ぃらつしやる安西さんと

ミセス廿本入貫(J)シャムさん(f)計躍ぶりを拝見してぃると女性会員(f)増惟〖も力を入れていきたぃ

と思います。同時に、原さんを筆頭とした後期高齢者(J)方々〖は私たち若者(J)道標となり、石＃会

長が暴走しそうなとき〖はご指導して頂きたいと思います。

（担当 沼田 渉）

プログラム予定
7月19日 伊東RCより3役訪問 卓話 佐藤周君
7月26日 卓話 増田真啓君
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