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［担当：大橋（利）］

・神戸中RCと打合せ。
・次週、理事会を開催致します。
・〈市内RC 4月例会変更〉

世界ローターアクトの日に
因んで

青少年奉仕委員会
山﨑　俊昌委員

趣味同好会委員会　杉山　　直委員
・ロータリー国際大会のご案内。

■神戸中ロータリークラブ
これからよろしくお願いします。
■内田　英男会長
神戸中ロータリークラブの皆さん、ようこそいらっしゃいま
した。どうぞ静岡北ロータリークラブ例会を御堪能くだ
さい。
■石垣　徳夫幹事　■小野田　貴会員
■大橋　利昭会員　■森崎　和敏会員
■青木　丈洋会員
内波会長様をはじめ、神戸中ロータリークラブの主要
メンバーの方々のご来訪を歓迎致します。
風光明媚・気候温暖な地、静岡へようこそお越し下
さいました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
■岸　　好子会員　■望月由紀江会員
■津田　　薫会員　■大本　　茂会員
■北條由美子会員　■杉山　　直会員
神戸中ロータリークラブの皆様を歓迎。
遠路ようこそおいで下さいました。
■白井　幸徳会員　■石川たか子会員
■鈴木　　勉会員　■山﨑　俊昌会員
■北上　紘生会員
神戸中ロータリークラブの皆さんを歓迎します。
■鈴木隆一郎会員
2月26日の誕生日には、お祝いをいただきましてありが
とうございました。80代のスタートです。

■田中　尚弘会員
先日は、結婚記念日のお祝いのお花をお贈りいただき、
ありがとうございました。
早いもので、ちょうど20年が経ちました。これからも夫婦
円満でがんばってまいります。

誕生日／3月10日
メモリアルデー
結婚記念日／3月8日

田中　尚弘会員

鈴木隆一郎・一子さん

クラブフォーラム

幹事報告 石垣　徳夫幹事

委員会報告

スマイル 木村　大樹会員

おめでとう 石垣　徳夫幹事

開会点鐘 内田　英男会長

2日（月）

4日（水）

5日（木）

6日（金）

16日（月）

20日（金）

23日（月）

静岡中央

静 岡 西

静 岡 東

日 本 平

静岡中央

日 本 平

静　　岡

日　付 クラブ 場所／時間
中島屋グランドホテル
17：00～18：00
ホテルセンチュリー
17：30～18：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

中島屋グランドホテル
17：00～18：00

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

第１回静岡北ロータリー杯バスケットボール大会
（平成27年11月21日開催　於：静岡聖光学院体育館）

第２回静岡北ロータリー杯バスケットボール大会
（平成28年9月18日開催　於：静岡聖光学院体育館）

第3回静岡北ロータリー杯バスケットボール大会
～END  POLIO  NOW～

（平成30年2月11日開催　於：静岡聖光学院体育館）

●クラブチーム（3チーム）
　ピュアチャンプス（愛知）
　Rising-ｋ（神奈川）
　Swagga Ballers（静岡）

●中学部活動（4チーム）
　裾野市立東中学校
　静岡市立東中学校
　城南静岡中学校
　静岡聖光学院中学校

●クラブチーム（3チーム）
　ピュアチャンプス（愛知）
　Rising-ｋ（神奈川）
　Swagga Ballers（静岡）

●中学部活動（3チーム）
　吉田町立吉田中学校
　静岡市立高松中学校
　静岡聖光学院中学校

●クラブチーム（5チーム）
　日光フェニックス（栃木）
　ピュアチャンプス（愛知）
　Rising-ｋ（神奈川）
　U14横浜ビー･コルセアーズJrユース
　Swagga Ballers（静岡）

⇒昨年より１チーム増の大会
⇒昨年開催北RC杯のハナシを聞いた中学校が参加したいとの
　要請あり

⇒クラブチームと部活動チームとの大会は
　静岡県内では皆無
⇒全国においても公式戦としては存在して
　いない

⇒POLIO撲滅キャンペーンの
　冠大会に
⇒POLIO撲滅啓蒙活動も
　行った

●中学部活動（1チーム）
　静岡聖光学院中学校

参
加
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ム
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加
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ム
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2017－18年度　RI会長　イアン H.S. ライズリー ／ ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

例会日 ： 毎週火曜日  12:30～13:30　
例会場 ： ホテルアソシア静岡  TEL.054-254-4141
事務所 ： 〒420-0853  静岡市葵区追手町2-12  静岡安藤ハザマビル5F

TEL.054-254-5611  FAX.054-221-0515
◆http://www.wbs.ne.jp/bt/nrc/   
◆E-mail : shizuoka-rc@mail.wbs.ne.jp

会　長

副会長

内田  英男
山﨑  俊昌

幹　事

副幹事

石垣  徳夫
戸﨑  博隆

会 長　内田　英男

静岡北ロータリークラブ
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杉山　義郎会員

月　日

2／20

2／23

3／6

会員数

31（30）

31（30）

31（30）

出席数

24名

21名

26名

欠席数

6名

9名

4名

メークアップ

1名

－

－

改正出席率

83.33％

－

－

本日は友好クラブとして、国際ロータリー第2680地区神戸
中ロータリークラブの内波会長をはじめとし6人の皆様、よう
こそいらっしゃいました。また1月30日、私ども5人で神戸中ロー
タリークラブ例会に参加させて戴き熱烈歓迎を会員の皆様
方から受け、ありがとう御座居ました。今日は私ども静岡北
ロータリークラブの例会を堪能して戴きたいと思います。
13日は、世界ローターアクトの日なので、静岡北ローターアクト

クラブについてお話しさせて戴きます。
2003年2月22日、当時の中野哲男パストガバナー・米田

会長・鈴木RAC会長のもと、10名で静岡北ローターアクト
クラブ認証状伝達式が行われました。現在160ヶ国・会員数
243,000人・クラブ数10,600。日本では会員数6,700人・クラ
ブ数300クラブありまして、2620地区では5クラブ。第5分区は
静岡・島田・静岡北の3クラブが活動しておりまして、現在
北ローターアクトは5名で活動しております。2018年2月22日
が創立15周年になります。ローターアクトクラブの標語は、
「奉仕を通しての親睦」となっております。その目的は、青年
男女が個々の能力開発に当って役立つ知識や技術を高め、
それぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的な
ニーズと取組み、親睦と奉仕活動を通して全世界の人々の
間により良い信頼関係を推進するため、機会を提供する事
にあると定められております。

（第1309回例会）

出席報告

3月13日（火）
大橋　知文会員（会員卓話）
（プログラム委員会）
（役員・理事会）

本日の例会案内

3月20日（火）
第9回休例会

次回のプログラム

司会進行 石垣　徳夫幹事 会長挨拶

神戸中ロータリークラブ　挨拶

内田　英男会長

開会点鐘 内田　英男会長

ロータリーソング 青木　丈洋会員

ビジター紹介 杉山　義郎会員

「君が代」「奉仕の理想」

神戸中RC
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃

会　　　長
幹　　　事
直 前 会 長
会長エレクト

内波　　憲一様
山中　　英彦様
紀伊国谷　隆様
高井　　敏郎様
奥田　　祐司様
岩﨑　　重嘵様

2018年3月6日  ［火］　 第1308回例会　天候：　

神戸中RC  会長エレクト
高井　敏郎様

神戸中RC  会長
内波　憲一様


