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御殿場
ロータリークラブ
第2604回 例会プログラム
●例

会

会 員 慶 事

場／東山荘講堂

●開 会 点 鐘／12：30
●ロータリーソング／御殿場ロータリークラブの歌
●内

容／第１回クラブ協議会

週報

●会員誕生日／８月 ３ 日 鈴木善明君
●夫人誕生日／７月31日 高村繁男君 ご夫人 博子様
８月 ５ 日 臼井良太君 ご夫人 芳恵様

全員
から３ヶ月半ですので道路が開いた程度で大きな船

会 長 挨 拶

は陸地の奥にうちあげられたまま。港には黒焦げの
船が何艘もあり水産加工品を作っていた建物が何棟
も無残な形になっていました。街中が

臼 井 良 太

くさや

の

ような匂いがしました。その中を静岡警察の４輪駆
動のパトカーが警備にあたっていました。
その後、南三陸町に向かいましたが途中に小さな

2011年３月11日に東日本大震
災が起きました。皆さんも各地で怖い思いをしたと

港があり、そこの斜面に明治29年の津波の高さ、

思います。私はその時は沼津市役所隣の沼津建設業

昭和８年の津波の高さ、それと我々はあまり知りま

協会の古いビルの２階にいて柱の根本に抱きついて

せんが昭和35年のチリ地震の津波の高さなどが石

いました。

碑に表示してあり、柳田國男のエッセイ『二十五箇

混乱が起きる前に小山に戻りましたが、道路は渋
滞することがわかっていましたので裾野から須山を
廻って帰る道すがら、日本人の素晴らしさを思いま

年後』や寺田寅彦の言葉とされる「災害は忘れた頃
にやってくる」を思い出しました。
奇跡の一本松

で有名な南三陸町に行くと一面

した。電源が切れて信号機がつかないのですが、近

水浸しで数棟の鉄筋コンクリートの建物だけが残っ

所の人が出て交通整理をしていました。

ている状況でした。その建物も５階建ての４階まで

その後、７月２日になって被災地に行きました。

がぶち抜かれて津波の強力な力を感じました。現在

東北新幹線の一関で降りると、駅では太鼓を叩いて

南三陸町は山を削り川を超えて大ベル

人が踊っていて、何事かと思いました。平泉が世界

トコンベアーですべての街を嵩上げし

遺産に登録された日、６月28日の近くだったので

ましが、未だに住宅は増えてはいませ

新幹線ホームで歓迎をしていたのです。

ん。津波に勝つのは高さしかないと実

レンタカーで気仙沼に向かいましたが、まだ津波

会長挨拶用
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感しました。
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7/16の出席報告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席者数

55名

51名

47名

欠席者（０名）

暫定出席率

7/16のスマイル
前々回の
確定出席率

92.16％ 100％

※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES
ロータリーは機会の扉を開く

長男の所属する南高男子バレー部が11日の
岳麓新聞に掲載いただきました。残念ながら
県大会ではベスト８まででしたが、中学から
の部活生活を貫徹いたしました。
長島和彦君

次 回
８月６日の
例 会

★東山荘講堂 ★12：30点鐘
★前会長・幹事慰労会並びに
新入会員歓迎会
親睦活動委員会
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５大奉仕委員長所信表明
社会奉仕委員長

・・・・・・・・・・・・・・・・

大胡田 明 寿 君
社会奉仕の位置づけ
私は、前年、ビジョン策定委員会の奉仕グループの一員に加えて頂きました。
神谷グループリーダーより、アーサー・フレデリック・シェルドンについて学びました。シェ
ルドンについては、今年１月の積パストガバナーや２年前の地区委員の宮城島さんの卓話でも言
及されました。
ロータリーやその奉仕を考えるとき、
「最も多く奉仕する者、もっとも報われる。」は、シェル
ドンの理念が解りやすく共鳴できます。
５大奉仕は、世界的にはそれぞれ並列に捉えられているようですが、大樹の幹に「職業奉仕」
が有り、生い茂る葉や果実の一つに「社会奉仕」があると位置付けて活動をしてまいります。
具体的取り組み
○これまで継続的取り組みとして、環境保全、富士山一斉清掃に協力してきましたが、本年は新
型コロナウイルスの感染防止により一斉清掃は中止され、アクセスする県道も封鎖されていま
すので慰霊もできません。
○社会奉仕の基本は、ロータリアン個々の奉仕と、地域社会のニーズに合った活動が求められて
います。臼幸産業様、檜工業様、ヱビスLLC様や静岡ガス様等のご奉仕は記録し留めます。
○今はパンデミックで助け合わなければならない非常時です。社会福祉協議会には、毎日、
「食
べるものが有りません」「解雇され家賃代が払えません」等、困窮し助けを求める相談が絶え
ないそうです。クラブとしての大きな社会奉仕は、会長、幹事はじめ、皆様で方針決定して頂
きますので、社会奉仕委員会としては、社会福祉協議会が行っている子ども食堂や独居老人宅
へお弁当提供に主食のコメの提供を考えています。
○コロナ禍でできることをしたいと考えております。今年一年、宜しくお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポール・ハリス・フェロー
認証受賞

小野篤之君

長田吉弘君

（３回目）

（３回目）

勝又

ベネファクター
認証受賞

誠君

（１回目）

勝又博文君
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国際奉仕委員長

・・・・・・・・・・・・・・・・

斉 藤 礼 志君

国際ロータリーの一員として恒久の世界平和をめざし、世界のロータリークラブと協力し、
世界理解・親善を行うため、次の活動を計画する。
１．奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理
解と親善と平和を推進すること。
２．コロナ後の国際社会の相互理解、親善、平和を推進する為に実施する全ての活動を理解
する。
３．御殿場市国際交流協会（GIA）との交流。
４．相互理解にあった国からの卓話。
５．WCS（World Community Service）の理解。
以上が本年度の活動計画です。
しかしながら、今回の新型コロナウイルスの世界的感染爆発により、国際社会は大きな痛手
を被っております。国際ロータリーにおいても、従来の国際奉仕活動とは異質な活動が求めら
れると思います。現に我がクラブにおいても、御殿場市国際交流会との連携による、米国チェ
ンバースバーグ市訪問団の訪日中止によりウェルカムイベントも中止になりました。従って、
本年はコロナウイルスの状況の変化に注視しながら、活動を考えていきたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★2020年８月 御殿場ＲＣ例会プログラム★
月

日

８／６
（2605回）

時

間

12：30

会

場

東山荘講堂

８／13
８／20
（2606回）

８／27
（2607回）

内

容

前会長・幹事慰労会並びに
新入会員歓迎会

担当及び卓話者

親睦活動委員会

特 別 休 会
12：30

東山荘講堂

定款・細則変更について

定款細則検討委員会
委員長 勝又 洋君

12：30

東山荘講堂

クラブビジョン策定
アンケート意識調査報告

ビジョン策定プロジェクトチーム
チームリーダー 根上眞一君
グループリーダー
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５大奉仕委員長所信表明
青少年奉仕委員長

・・・・・・・・・・・・・・・・

林

則 夫

君

ロータリークラブでは、30歳以下の人々を新世代と位置付けています。現代のような複雑
化・多様化している社会の中で、次代を担う新世代が心豊かに成長し、社会の一員としての責
任を自覚し、より良き未来を確実なものにしていかなければなりません。新世代はロータリー
にとって極めて重要であり、未来を担う新世代の人々のために、ロータリーとして何を成すべ
きかを再確認していきたいと思います。
手続要覧を見ますと、青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉
仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少
年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものであると書いてあ
ります。また、若い人々の多様なニーズを認識しつつ、より良き未来をもたらすために彼らの
生活力を高めることによって、若い人々に将来への準備をさせることは、各ロータリアンの責
務であるとも書いてあります。そしてすべてのクラブと地区は、新世代の基本的ニーズ（健康、
人間の価値、教育、自己開発）を支援するプロジェクトを立ち上げるよう推奨されています。
青少年奉仕委員会の本年度の具体的活動計画としましては、従来からの継続性などを考慮し
まして、次の４項目について委員会活動を行ってまいりたいと思います。
１．地域の小学校５年生を対象に非行防止活動並びに夢の飛躍を担う一環として、３年後の
自分宛に手紙を出す「未来への手紙」の事業を行う。
２．「中央青少年交流の家」の運営に参画し、オープンデーに参加する。
３．５月の「青少年奉仕月間」に例会卓話を担当する。
４．御殿場市青少年問題協議会に参加する。
以上が活動計画ではありますが、今後新型コロナウイルスの影響がいつどのような形ででて
くるのかわかりませんので、それぞれの活動に際しましてはクラブの方針に従いながらも柔軟
に対応していきたいと思います。
私自身この機会にロータリークラブにおける青少年奉仕について勉強させていただき、諸先
輩方のご指導・ご助言・ご協力をいただきながら委員長として１年間頑張ってまいりたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

司 会
鎌野篤志君

出席報告
長田 崇君
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会員誕生日
勝又 誠君

会員誕生日
長田富夫君
臼井
秋田

良太
敬

鈴木

善明

