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9月7日（水）
ガバナー公式訪問
静岡・静岡西・北RC合同例会　18時30分～
ホテルセンチュリー静岡

本日の例会に限り前野会長の代役を務めさせて頂く前会
長の津田です。宜しくお願い致します。実は昨年の同じころ、
８月２５日の例会でしたが、私が海外に居ることになったため
に例会を欠席し、前野さんに会長挨拶の代行をお願いしま
した。本日はそのメークアップということになります。
今月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっていて、

当クラブでも３グループに分かれ、インフォームド・グループミー
ティングを行うことになっています。皆さん、必ず参加され、当
クラブの会員増強、維持に向け、積極的に取り組んで頂け
ればと思います。
同じ今月、ほぼ全世界で話題を独占したと思われるリオの

オリンピック大会は既に終わり、９月７日からは引き続きパラリン
ピック大会が行われます。どちらの大会にも言えることです
が、勝っても負けても、メダルを取っても取らなくても、人並み
外れた努力と工夫を積み重ねた結果、大変高度な領域に
到達した人たちであることには間違いありませんので、彼らに
対しては心から敬意を表する次第であります。また、私たち
凡人の日常生活にも何らかの刺激を与えてくれると思われ
ます。４年後はいよいよ東京大会です。大きく膨らんだ開催
予算など批判はありますが、何とかその時まで生き延び、
直接見に行きたいと思っています。
生き延びるためにはまず健康維持、そのためには規則
正しい生活と適度な運動が不可欠でしょうか。先日、南アル
プスの仙丈ヶ岳に日帰りで登ってきました。ガイドブックには
「初心者向けの３,０００メートル峰」と書かれ、２０代に登った
記憶でも「案外楽に登れる山」の筈でした。しかし実際、
大苦戦し、頂上で暫くの間座りこみました。南北、中央アルプ
ス、八ヶ岳など高い山々において、十数年前は高齢の登山
者ばかりでしたが、最近では高齢者をあまり見かけなくなり、
ファッショナブルな若い登山者が目立っています。やはり体力
の問題でしょうか。早々には諦めたくないものです。

（第1244回例会）

出席報告

本日の例会案内

9月13日（火）
クラブフォーラム
基本教育と識字率向上月間に因んで（国際）
役員・理事会開催

次回のプログラム

司会進行 林　　大樹幹事 会長代理挨拶 津田　薫直前会長

開会点鐘 津田　薫直前会長

ロータリーソング
「我らの生業」

石垣　徳夫会員

ビジター紹介
ゲスト卓話　
　 FM-Hi !　代表取締役社長 村松　　良道様

吉田　空玄会員

2016年8月23日  ［火］　 第1243回例会　天候：　
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30（29）

出席数
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－

改正出席率

90.00％
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－

〈市内RC 9月例会変更〉

5日（月） 静　　岡

日　付 クラブ 場所／時間
グランディエール ブケトーカイ

11：30～12：30

・「はなちゃんを救う会」の募金のお願い。
・次週、8月30日（火）は第2回休例会。
・9月7日（水）
ガバナー公式訪問、静岡・静岡西・北RC合同例会
18：30～　ホテルセンチュリー静岡

幹事報告 林　　大樹幹事
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［担当：大橋（利）］

「いざという時のラジオ、
　　　 でも日頃は、楽しい」

 FM-Hi !　 代表取締役社長
村松　良道様

　趣味同好会委員会　戸﨑　博隆委員
・親睦旅行のご案内。

森崎　和敏直前幹事
・年度経過報告書の原稿提出のお願い。
　　クラブ管理運営委員会　吉田　空玄委員長
・「月見の会」夜間家族例会のご案内。

委員会報告

■大橋　知文会員
ゲスト卓話、FM-Hi ! 社長 村松さん。
いい話! よろしくお願いします。
■岸　　好子会員
本日卓話のFM-Hi ! 村松社長様を歓迎いたします。
お話、楽しみにしております。
■山﨑　俊昌会員　■岸　　好子会員
本日、第2グループのIMがあります。
18:30から2階の“梨杏”です。
お集まりお願い致します。
■鈴木隆一郎会員
8月6日、富山県立山へ行って来ました。
雄山の頂上で（3,004メートル）神主さんにお祓いを
してもらい、下山し、大町温泉で1泊。
疲れをとって帰りました。
■石垣　徳夫会員
毎年、恒例の「積水ハウス住まいの参観日」が今年も
9月10日から11日に全国一斉開催します。
親戚・兄弟・お知り合いの方で、これから新築をご計画
の方は是非この機会にご見学をお願い申し上げます。

スマイル 小野田　貴会員

おめでとう
メモリアルデー
司法試験合格日／9月9日 北上　紘生会員

林　　大樹幹事

閉会点鐘 津田　薫直前会長

●本社・スタジオ／
静岡市葵区七間町8-20  毎日江﨑ビル6F
TEL.054-221-1111　FAX.054-221-5555
URL  http://www.fmhi.co.jp
e-mail  info@fmhi.co.jp

●送信所／静岡市葵区伝馬町8-6  トップセンタービル
●放送開始日／平成10月4月1日
●周波数／76.9MHz
●呼出符号／JOZZ6AG-FM
●出力／20W
●放送エリア／静岡市・焼津市・藤枝市
●代表者／代表取締役社長　村松 良道

FM-Hi は静岡に暮らす人のためのコミュニティFM局です。
可聴エリアは静岡市と焼津市、藤枝市
約80万人・約28万世帯。
エリア限定の情報発信が可能です。

会社概要
●名称／株式会社シティエフエム静岡（愛称：FM-Hi！）
●設立／平成9年9月5日
●資本金／1億円

FM-Hi！  放送エリア

FM-Hi！  番組のご案内

FM-Hi！  イベントのご案内

ひるラジ！ 静岡情報館 月～木曜日 12：00～14：00
金曜日 12：00～15：00

月：①②③梅原克江、④⑤新貝真美  火：佐藤みえ  水：北澤ちづる  木：高田梨加  金：TJ
毎日の暮らしを彩る情報や生活に役立つ話題満載の2時間。

ゆうラジ！ Ｒａｄｉｏ魂（ソウル） 月～金曜日 16：30～18：30
月：スナオマサカズ  火：大村水都生  水：Kacomaru。。  木：ZilL  金：山田門努

音楽、キャンパス情報、街ネタなどバラエティ豊かにお届け！

しずおか
ライフマガジン Cha! Cha! サタデー 毎週土曜日 11：00～13：00

パーソナリティ：相川　香　リポーター：藤井ともよ

Reading Lounge～朗読の世界～ 毎週金曜・土曜
19：30～19：45

著名な文学作品を声の世界でお楽しみください。

民話の玉手箱（ケアハウスラポーレ駿河） 第1・第3金曜
15：00～15：15

FM-Hiのウェブサイトでもお聞きいただけます。

町内会ラジオ（ひるラジ水曜日内） 毎月第2・第4水曜
12：30～12：45

各町内会長が町内の特徴、イベント、名所などを紹介。

土曜日のひとときゆったりした気分でお楽しみください。

好
評
放
送
中
！

あさラジ！ @Morning 月～金曜日 7：00～9：00
月：佐藤みえ  火：かおり（オランチェ）  水：大村水都生  木：牧野としこ  金：渡邊真紀

朝のフレッシュな情報をとびきりの選曲と共にお届けます。


