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■ 会 長 報 告          渡辺 篤司君
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【ジョナサンＢ.マジィアベ】

◆Lend a Hand◆
◆手を貸そう◆

＜ソング＞君が代　奉仕の理想
紅シジミ

[写真提供 : 櫻井 龍太君]
＜ソングリーダー＞　後藤 功君

 
桜の花がどこへ行っても満開となる今日この頃。

花といえば、本日４月７日浜名湖花博の開会式が

ガーデンパークで行われ、花博名誉総裁の秋篠宮

殿下と同妃殿下が出席されました。 
本県初の大規模な国際博は８日にいよいよ開幕

し１０月１１日までの１８７日間、花・緑・水を

キーワードに世界との交流、新しい暮らし、そし

て魅力的な町づくりの在り方を湖畔から世界に発

信します。 
たまたま藤枝ＲＣは１日早いですが創立記念例

会を午後６時３０分より行い、花博開会式と同じ

日で、これも何か偶然で良い思い出になります。 
今晩は例会の後に会員卓話を小西啓一パスト会

長にやって頂きました。 
藤枝ＲＣも早いもので創立３２年になります。 

■ 理 事 会 報 告      小宮 弘一郎君 
• ４月・５月のプログラムが承認されました。 
• 新会員が紹介され、承認されました。 
• インターアクト指導者講習の役員が承認されま

した。 

■ 幹 事 報 告         小宮 弘一郎君 
• 「ＲＩ広報賞」申請のお願いがガバナー事務所

より届いています。 

 

 

 

 
 

■ 出 席 報 告          宮川 邦光君 

本日のホームクラブ 
出 席 者 前回の補正出席者 

32／41 78.85％ 42／42 100％ 

(１) 欠席者（事前連絡とメーキャップをどうぞ）  
○浅川君 ○板倉君 ○岩田君 ○杉浦君 
○平井君 ○村松英君 ○山田君 ○仲田晃君 
酒向君  
(２)メーキャップ者 
岩田 規君（島田）   水野 義猛君（島田） 
鈴木 廣利君（島田）  増田 國衛君（島田） 
橋本 延一君（島田）  宮崎 啓之進君（静岡北） 

■ ビ ジ タ ー                           
井上 勝彦君（島田）  鈴木 國近君（島田） 
萩原 寛一君（島田）  髙澤 俊夫君（榛南） 
寺岡 襄君（焼津）    薮崎 二三男（焼津） 
古桑 幸郎君（焼津南） 新村 政男（焼津南） 
巻田 芳郎君（焼津南） 赤木 敬弘君（焼津南） 
小池 吉久君（藤枝南） 西澤 健治君（藤枝南） 
富澤 静雄君（藤枝南） 稲葉 俊英君（藤枝南） 
渡邊 芳隆君（藤枝南） 松田 康男君（藤枝南） 
鈴木 栄三郎君（藤枝南） 

■ ス マ イ ル ＢＯＸ       宮川 邦光君 
• 久しぶりに卓話を担当させていただきます。 

小西 啓一君 

スマイル累計額  ９３０,５００円 

 

創立３２周年 記念夜間例会 
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■ 創 立 記 念 卓 話        小西 啓一君 
＜入会当時の話＞ 
藤枝ＲＣ創立 １９

７２（昭和４７年）4
月８日 満３２年経

過 創立時 ３０名

会員 現在５名 感

無量のものがある。 
ＪＣの先輩松田さん、橋本さん、岩田さん、岡崎

さん、岩本さん ４０歳でＪＣ終わるので ５０

年９月１日 ３９歳のとき入会 現在２９年間在

籍中 
入会時４代目小林治助会長 中山連祐幹事 志太

医師会館会場 
同時者は入会 桑原郁信さん 三井農林工場長の

松田昌夫さん 焼津冷凍の松村 聡さん 島信

支店長 ５人 
＜エピソード＞ 
過日桜 5 分咲きの蓮華寺池公園から蓮華寺山経由
若王子神社裏山から 旧志太医　師会館、岡出山公

園、市立図書館まで散策した。          
旧志太医師会館（各種団体会館）の裏に　被 爆跡

地 殉職者之碑の裏 
昭和２０年１月９日午後１時５８分　大井　町長を

含め６名殉死 
市立図書館 書籍 ふるさと百科 藤枝事　典　

野本寛一 八木洋行の中に枝村三郎氏の記述  
昭和２０年１月９日東から西へ米軍機 爆弾 
鬼岩寺町　藤枝高等 女学校校長宅と藤枝町役場が

被爆 新防空壕へ直撃 
大井藤枝町長 岡部町長　藤枝農学校校長含め 

１０名が爆死　１０　数名負傷 横の旧防空壕へ危

難した全員無事だった。 
岡出山公園日露戦没記念之碑志太郡下の２７１名

戦没者が刻まれている。  
＜新会員卓話で取り上げた話＞ 
司馬遼太郎作『坂の上の雲』で卓話を行った。 
１９０４－５　日露　戦争開戦１００周年２００６

ＮＨＫの大河ドラマに決定 

日露戦争は明治３７年２月４日開戦 ３８　年９月

５日講和条約締結 
松山出身の秋山好古（騎兵）秋山真之（連合艦隊

参謀）兄弟と正岡子規３人を中心として描く、日

本海開戦の電報（本日天気晴朗なれども波高し）

は日本海開戦の（皇国の興廃この一戦にあり）と

共に有名な言葉。   
＜その後の所属委員会と親睦について＞ 
入会時櫻井龍太会報委員長のもと会報編集の当番

制と録音機による聞き取り 
翌々年委員長 月刊誌 手に手輪に輪を発刊  
その翌年 松田真平委員長 プログラム委員 
翌年 プログラム委員長 終戦記念日卓話 
戦争体験談 平木富　久平さんの学徒動員時の空

襲の話 
クリスマス会の準備 長楽寺の つかさ食　堂で

の準備 
松田・橋本 鶴亀一座が活躍 田辺一鶴師匠を迎

えた親睦家族会 
ライラセミナーへの参加地区内で一泊研修会に参

加 
最近のロータリー用語で使われなくなった言葉 
ガバナーノミニー とは何か 手続要覧 
ＩＧＦ　インターシティ　ジェネラル フォーラム

分科会方式から講演会･懇親会を中心としたＩＭ

インターシティ　ミーティング　に変わった 
クラブ・アッセンブリー　クラブ協議会の違いは何か　　 
規定審議会うんぬん 
＜青少年交換学生について＞ 
第 1 代交換学生 ５０年１月１９日 オースト
ラリアからピーターＪマッコンビルさん来日 
翌５１年１月１７日帰国 
平木康洋さん５０年３月２２日のオーストラリア

へ出発 翌５１年３月２１日帰国 
第２代交換学生 平成３年　8 月２７日 カナダか

らモニカＤピータースさん来日 平成４年帰国 
伊藤裕美子さん 平 成３年８月１８日 アメリカ

へ出発 平成４年帰国 
この年度の交換学生は 20 周年記念事業として実
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施された。 
交際奉仕委員長の私と、ホストファミリーの伊藤

郁二さんと東京の箱崎へ出迎えに行きました。 
新幹線の中での様子 静岡の駅での出向の喜び 
英会話の本持参役に立たなかった 3 人でだまっ
たまま静岡へ 
モニカさんのホスト 伊藤さん、白井さん、村松

さん、伊藤さん  
第３代交換学生 平成　９年９月 ブラジ　ル来日 

レティシアさん 藤枝東 １０年　　　　　8月 帰国 
西野さつきさん ブラジルへ 公募 
＜地区委員の体験＞ 
１９９８－９９ 地区青少年交換小委員会委員 
委員長は長泉ＲＣ 加藤精一さん  
この年度は１０名派遣 受入１０名 
この年度は地区内各文区より 1 名の委員出す  

１１名 
地区委員の連絡はメールでと要望があった。 
交換学生はアメリカ ブラジル ハンガリ　ー ベ

トナム 
地区委員は子弟を交換学生として出し、受け入れの

人達がほとんどでホスト経験が有る人々で学生との

接触にも慣れていた。 
地区交換学生の送り出しの選考・オリエンテーシ

ョン 受け　入れ交換学生のオリエンテーションと

年間１０回ぐらいの１泊委員会 
更に 2 回のスキー、富士登山、国内研修旅行の実
施。 
委員長は国際大会での地区のＰＲと影の活動とメ

ールでの海外との交信  
インバウンド国内研修旅行は私が担当で企画実施 

地区役員 5名と学生 10名 
浜松の本多地区奉仕委員長の大型バスで 奈　良・

広島・京都・浜松４泊 
京都宿泊時伊藤裕美子さんも友人と参加最後は地

区大会へ出席 
参加学生にユダヤ系アメリカ人 食事に　ついて 

豚を食べない 
様々な子供達がいてホストファミリーの苦労が理

解できた。 
日本人は交換学生をお客さんとしてもてなすが派

遣先ではそうでない                  

帰国した子供達の報告会を聞くとその成長振りに

驚かされる 一回り　も二回り大きくなって帰って

くると苦労した甲斐があると感ずる 
交換学生事業は経費と人手は掛かるが最上のロー

タリー事業と思う。 
以上２９年間の思い出話で卓話とします。 
 

 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／石垣） 


