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暑い日が続いていますが、体調の方はいかがでしょうか？
私が子供の頃には30度を越えるような夏はほとんど無かった
ように記憶しています。暑いということで、
日本国内の歴代の
ベスト3を調べてみました。第3位は2013年8月10日山梨県
甲府市の40.7度。第2位は2007年8月16日岐阜県多治見市
と埼玉県熊谷市の40.9度。
そして第1位は2013年8月12日
高知県四万十市江川崎の41.0度になります。
ちなみにベスト
20には静岡県は2回ランクインしていまして、第5位に1994年

本日の例会案内

（第1325回例会）

7月24日
（火）
クラブフォーラム
「会員増強・拡大月間に因んで」
〈会員増強・維持委員会〉
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8月4日天竜にて40.6度、
第17位に2013年8月11日浜松市にて
39.8度を記録しています。
さらに聞きたくはないかもしれません
が、世界最高気温は1913年7月10日アメリカ合衆国カリフォル
ニア州デスバレーの56.7度！ 掲載記事の最後には「とても暑い
気温ですが、
じめじめとした湿気がなく、意外にも過しやすい」
と書かれていました。
本日は国際ロータリー第2620地区静岡第3グループ淺原
ガバナー補佐の訪問日です。昨年度までの11分区編成
（静岡
1〜7分区、山梨1〜4分区）
が、今年度より8グループ
（静岡
1〜5グループ、
山梨1〜3グループ）
に再編成されました。
静岡北
RCは第3グループに所属し、静岡市葵区、駿河区、清水区の
各ロータリークラブで構成されています。淺原ガバナー補佐は、
小生が2014年の鈴木会長年度に幹事をさせてもらっていた
時期に、静岡RCの会長をされており、会長幹事会でご一緒
させて頂いておりました。今年度の静岡第3グループでの会長
幹事会で再びお会いすることができ、
不思議な縁を感じている
次第です。
ちなみに当時ガバナー補佐事務局次長をされてい
たのは、今年度ガバナー補佐事務局長の小林さんでしたの
で、本当に不思議なご縁です。本日は、大きな変化のはじまり
となる年度の方針伝達となりますので、宜しくお願いします。
結びですが第3回目のスポーツ選手の言葉になります。
今週はアメリカプロバスケットボールリーグNBAのカリーム・アブ
ドゥル・ジャバー選手です。1947年生まれ、身長218センチ、
1970年80年代の20年に渡りNBAの第一線でプレイをした伝説
的プレイヤーです。通算得点は38,387点といまだに歴代1位
を記録。彼の代名詞は「スカイフック」。218センチの身長で腕
を最高点に伸ばした状態は、
リングの高さである305センチを
上回り、
ショットをブロックすることは不可能になり、40歳代まで
プレイすることができた最大の要因とも言われています。生涯で
6回のNBAチャンピオンチームのメンバーとなり、引退前には
2連覇にも貢献しています。
そのカリーム・アブドゥル・ジャバー
選手の言葉です。
「一人の人間がチームにとって重要な一員になりうるが、
一人
でチームを作ることはできない。」
以上です。

次回のプログラム
7月31日
（火）
第1回休例会
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戸﨑

博隆幹事

• 本日例会終了後、淺原ガバナー補佐と一緒にクラブ
協議会を開催致します。

バリー・ラシン ／ BE THE INSPIRATION

2018年7月17日 ［火］ 第1324回例会

ビジター紹介

幹事報告

委員会報告
会員増強・維持委員会 大橋 利昭委員長
• 7月14日
（土）、富士吉田で開催されました会員増強・
維持セミナーに参加してきました。

スマイル

吐前

敏孝会員

■山﨑 俊昌会長 ■石垣 徳夫会員
■青木 丈洋会員 ■望月由紀江会員
静岡第3グループ ガバナー補佐 淺原様、事務局長
小林様、暑い中ようこそいらっしゃいました。
本日はよろしくお願いします。
■戸﨑 博隆幹事
淺原ガバナー補佐様、
小林事務局長様、
ようこそおいで
下さいました。熱烈歓迎致します。
後ほど、方針伝達よろしくお願いします。
■森崎 和敏会員
静岡第3グループ ガバナー補佐 淺原様、事務局長
小林様、
ようこそお越し頂きました。本日は静岡北RCを
楽しんで下さい。
アソシアの皆様、
リクエストにお応え頂き、久々のカレー
ありがとうございます。
■杉山
直会員
淺原ガバナー補佐、小林事務局長、
ようこそお越し下さ
いました。一年間、御指導よろしくお願い致します。
連休に息子とゴルフへ行き、2人共ベストスコア。
まぐれか？コースがやさしいか？同伴者が良かったか？
初の80台でした。実際は89です。
因みに富士見ヶ丘CCでした。
■杉山 義郎会員
淺原ガバナー補佐、小林事務局長のご来訪を心より
歓迎致します。
ご指導よろしくお願い致します。
■大橋 知文会員
先週、欠席してしまいました。
本年度、奉仕プロジェクト委員長をやらせて頂きます。
皆様、
よろしくお願い申し上げます。

静岡北RACスマイル
■岸
好子会員
アクトの皆さん、今年も一年頑張って下さい。

淺原

諒蔵ガバナー補佐

挨拶

静岡北ロータリークラブ訪問、
G補佐として挨拶
RI第2620地区 静岡第3グループ
ガバナー補佐 淺原 諒蔵様
この7月より静岡第3グループのガバナー補佐となりました、
静岡RCの淺原と申します。
どうぞ宜しくお願いします。

私は、大月RCの星野ガバナーの下、静岡第3グループのガバ
ナー補佐を仰せつかりましたので、
本日、
ガバナー補佐クラブ訪問
と云う形で、
こちら静岡北RCにお邪魔しました。
ガバナー補佐として
担当しますクラブが、
これまでの9から3つ増えて、12クラブになり
ましたので例年より早くクラブ訪問を開始しませんと星野ガバナー
の公式訪問に間に合いませんので、
本日お邪魔をした次第です。
ここ静岡北RCにあっては31名の会員を擁しておりますが、
多くのクラブは会員の減少と云う切実な問題に直面しております。
この2620地区は本年4月末現在で3,034名の会員が居ります
が、
2620地区、
一番多い時には4,580名の会員がおりました。
クラブの会員減少は、
そのまま分区の構成にも大きな影響を
与えます。
そこで本年度山梨県に4つあった分区を3グループに編成し
直し、静岡県にあっては7つの分区を5つのグループに編成し
直しました。
これまで第5分区に所属していた静岡西クラブ、静岡
北クラブ、
そして静岡クラブの3つは第4分区の9クラブと一緒に
なり、
静岡第3グループとしてこの7月よりスタートしました。
星野ガバナーは、
その挨拶文の中でバリー・ラシンRI会長の
今年のテーマ「インスピレーションになろう」
を「ロータリアン一人
ひとりが、
その地域で行う奉仕活動により、社会にインスピレーシ
ョンになろう」
としておりますが、
これを
「ロータリアン一人ひとりが、
その地域で行う奉仕活動に依り、
社会を感動させる、
人々を奮起
させる」
とすれば、
少しは理解できるのではないでしょうか。
次に星野ガバナーの今年度の地区目標をお伝えします。
ペッツ
や地区協議会で、既に耳にしている方、或いは過日、配布された
ガバナー月信にも掲載されておりますので、
お目通しの方もいらっし
ゃるかも知れませんが、役目ですので一応、
お伝えさせて頂きます。
地区目標は全部で14ありますが、
まず一番目として会員の
増強・維持を掲げております。
この目標は毎年のガバナーが掲げ
ておりますが、今年度、各クラブは、
この目標に真剣に取り組まな
ければ成らない状況下に置かれています。
二つ目は、地域社会のために奉仕活動をすることを通じて
「ロータリーの公共イメージの向上を図る」があります。
ロータリーは
奉仕の団体であるがゆえに、
目に見える活動、単に資金を提供
するのではなく、汗をかく活動に積極的に取り組んで頂きたいと
云うことです。
積極的な活動を通して、
ロータリーと云う団体をもっと世間に
知ってもらう、或いは知らしめることが必要で、
そのためには従来
の新聞やテレビと云ったメディアの活用に加えてSNS等を積極
的に活用して頂きたいと云うお願いです。
三つ目は、RLI
（ロータリー・リーダー・シップ研究会）
の導入準
備に着手して頂きたいと云うことです。
ロータリー・リーダーシップ研究会、RLIを一言で云えば人材を
育成するためのプログラムです。RLIに附いて、
ここでは詳しく
説明する時間はありませんので、
松村年度のガバナー月信1月号
に詳しく解説されておりますので、
そちらをお目通し下さい。
次に四つ目として、
これまで静岡県は7つの分区で構成されて
おりましたが、
この7月から5つのグループに編成し直されました。
これにより、今まで余りお付き合いの無かったクラブとも同じグル
ープに成りましたので、多いに親交を深めて頂きたいと思います。
偶には、清水地区のクラブにメークアップに行くのも宜しいかと
思います。
静岡第3グループに所属する全クラブは、静岡RCの子クラブ
や孫クラブ、
ひ孫クラブの関係にあります。静岡RCには、親クラ
ブとして、
グループ内のクラブ同士の交流を深めるような企画を
お願いしております。
いずれ何らかの交流のお呼び掛けがあろう
かと思いますので、
その時は積極的に参加をお願いします。
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［担当：大橋（利）］
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