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ロータリーを
　 祝おう

＜ソング＞ 君が代・奉仕の理想

＜ソングリーダー＞ 

富士山（焼津市田尻海岸にて）

青島 克郎君

 
２月は世界理解月間です。「ロータリーの網領の

第４」に応える月です。網領第４とは「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」とあります。 
飢餓と貧困は、絶望と怒りと、時には恐怖へと

人を駆り立てます。他を（他人を、他民族を、他

宗教、他宗派を）排除することから紛争が始まり、

戦争へと発展します。 
虐待と殺戮は、愛する家族を失った悲痛の叫び

の中で、やがて報復へと進み、際限のないテロ行

為の悪循環となって、罪の無い人々を巻き添いに

してきました。 
平和な日本で生活していると、イスラエルやパ

レスチナの紛争や、イラク、アフガニスタンでの

自爆行為も対岸の火事に見えることがあります。

テレビや新聞のリアルなニュースは、正にドキュ

メンタリーなのです。グローバルな時代に生きて

いることを感じさせられます。ささやかでも平和

に貢献できるプロジェクトを、発展途上国の人達

のために考えてあげたいと思います。 

◎ 米山功労法人感謝状贈呈 

 

（株）藤枝事務機器

商会   

村松 徳君 

 

 
■ 出 席 報 告         松葉 隆夫君 

本日のホームクラブ 
出 席 者 前回の補正出席者 

28／41 68.29％ 32／41 78.05％ 

(１)欠席者（事前連絡とメーキャップをどうぞ） 
〇石垣君 〇飯塚君 〇青島彰君 〇岩﨑君 
〇酒向君 〇鈴木晶君 〇望月俊君 〇渡辺篤君  
浅川君 板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 望月志君 
(２)メーキャップ者 
松葉 隆夫君（藤枝南）   村松 宏一君（静岡） 

■ ビ ジ タ ー                         
駒形 昌利君（島田）  澤脇 圭司君（島田） 

■ ス マ イ ル ＢＯＸ     松葉 隆夫君 
• 皆出席祝いありがとう           岩田 規君 
• 誕生日がくると思い出す良寛さんの歌“かたみ

とて何を残すらん春は花夏ほととぎす、秋はも

みじ葉”                    望月 晃君 
• 誕生日ごとに一つずつ若くなろうと心掛けてい

ます。                      鈴木 廣利君 
• ７５回の誕生日を間近に迎えます。今迄の健康

に感謝すると同時に今後一生懸命に生きる事に

努力します。               桜井 富郎君 
• 誕生祝いありがとうございました。子供の受験

が昨年より数年続きます。子供に負けない様頑

張りたいと思っております。     成瀬 弘明君 
• 家内の誕生祝ありがとう       櫻井 龍太君 
• 夫人誕生                       柳原 寿男君 
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• 結婚記念日、６１回目を迎えました。 
                         宮崎 啓之進君 
• ４７年空気のごとしお蔭様で二人とも健康で元

気、感謝しています。          杉山 静一君 
• 結婚記念日祝ありがとうございました。 

                             竹田 勲君 

スマイル累計額  ５３６，３００円 

■ 四大奉仕委員長 後期計画発表               
 
◎クラブ奉仕委員会       
委員長  

鈴木 廣利君 
 
 
クラブ奉仕は私共のクラブでは、出席、会員増

強、親睦、職業分類、プログラム、会報、ロータ

リー情報、広報そしてクラブ独自の保健委員会の

９部門から成り立っておりますが、それ等の中で

は親睦委員会の活動が全てだと云っても、過言で

はない。ロータリーの活動は親睦から始まると云

われるが、その通りだと私も思っております。 
４月６日の創立例会、６月２２日の最終夜間例

会が残っていますが、それ等が成功するように力

を貸したいと思う。又６月には保健委員会の卓話

も予定されておりますから、是非期待して下さい。 
この後半に年間の反省と、来年度に対する要望

等をまとめる各部門合同の委員長会合も計画した

いと思っております。 
 
◎職業奉仕委員会 
委員長 

櫻井 龍太君 
 
 
 

年度始めに策定した、事業計画のうち３項目を

次のとおり、上半期に完了しました。 
１．“ロータリーの網領”を全員に配布し、これを

会員の職場に掲示するよう要請した。 

２．“職業奉仕月間”に委員長の卓話を行って、職

業奉仕を改めて再確認する機会を持った。 
３．１０月１３日に、明治製菓（株）東海工場の

職場訪問を、藤枝南ＲＣの会員である、西澤

工場長のご協力により、無事終了した。 
下半期には、残る１項目目“藤枝勤労通信学園”

に対する援助を、３月（学園の卒業式）に実施し

て、総ての事業計画を完了する予定です。 
 
◎社会奉仕委員会 

委員長 
後藤 功君 

 
 

６/１２  インターアクト指導者講習会に参加 

８/ ８  蓮花寺池周辺清掃奉仕 

花火大会翌日、藤小グランド及び藤小

周辺の清掃奉仕に汗を流しました。こ

の日はめずらしく平井君の顔も見えま

した。 

８/２５  外部卓話 

第２すみれの家の石上所長にお越し頂

き、施設の様子など伺いました。 

９/１９  地区杜会奉仕委員会 

「富士山美化運動、環境保全運動」そ

して、「富士山を世界遺産にしよう」１

００周年記念事業テーマを成功させる

ためにはまず、富士山に係わる諸間題

を深く理解することが必要である。そ

うしたことから研修会を富士吉田の環

境科学研究所において実施致しました。 

各地から７０名の方が出席。 

１０/１９、１１/１６ 献血実施 

１０月、１１月と２回に渡って献血を

実施。大勢の方々にご協力をいただき

まことにありがとうございました。毎

月第３木曜日、市役所へ献血バスが参

ります。今後も定期的に実施にご協力

下さい。 
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１２/１５　第２すみれの家の地区交流会に出席 

　鈴木副会長、官川幹事、後藤杜会奉仕

　委員長出席いたしました。 

　尚、当目例会終了後、３名で第３すみ

　れの家の慰問をして参りました。 

　下期の活動について、養護学校の生徒

　との交流会については取りやめ、この

　経費については、１００周年事業に振

　り向けます。 

２/１～２/末 社会鍋実施(善意銀 行とりまとめ) 

　昨年から社会鍋実施の要望があり、２

　月より１ヶ月かけ実施、現在実施中で

　す。ご協力お願いします。 

〇環境委員会 

「富士山美化運動と環境保全運動」への啓蒙活

の一環として、１００周年事業委員会協同でステ

ッカーの作成を実施いたしました。 

２種類を作成、総数で５，０００枚つくり近隣９

クラブ(藤枝            ＲＣ含めて)へ配布の予定。 

下期については、３月、あるいは６月に外部卓

話を予定しております。 

〇新世代委負会 

６/１２　地区インター一アクト指導者講習会参

　加、当日には謝辞も述べていただきまし

　た。 

９/１４　藤枝少年サッカー大会閉会式、 

９/２０　藤枝ロータリー旗少年剣道大会に参列、 

　青少年柔道大会にはクラブ代表で渡辺

　篤司君に出席いただきました。 

　今回はこうした大会に会員の出席を呼

　びかけ、賑やかな大会になったのではな

　いかと思っております。 

〇インターアクト委員会 

６/１２　地区インターアクト指導者講習会が順

　心高等学校で開催、県内１２校の内文化

　祭の為３校欠席のなか、１２９人の関係

　の方々が集まり、全体会、分科会とスケ

　ジュールをこなし盛会の内に閉会とな

　りました。我がクラブがホストであるこ

　とから、前日より設営の準備、当日の受

　付、進行、謝辞と忙しい二日問でした。

　関係委員の方々お疲れさまでした。 

８/２～３　地区インターアクト年次大会に出席、当

　日は富士吉田市の人材開発センターに

　於いて開催され、ホスト校に大月短期大

　学付属高校、スポンサークラブに大月Ｒ

　Ｃのもと、２６２０地区インターアクト

　大会が開催されました。 

　参加者は地区インターアクト小委員会

　の青島克郎君、順心高等学校の顧問の佐

　野先生、部員の二年生３名、一年生２名

　の合計７名が参加いたしました。 

９/８　　 　 順心高等学校インターアクトクラブの顧

　間の佐野先生、クラブ員３名が例会に出

　席、３人の部員より目常の活動の報告が

　ございました。 

１２/２３，２４，２５，２６（４泊５日） 

　インターアクト海外研修の支援に青島

　克郎君参加、今回の研修先はオーストラ

　リアです。年末のお忙しい中お疲れさま

　でした。スマトラ沖の大地震にまさに掛

　かりましたが何事もなく無事帰国され

　ました。機会を見て、様子を聞かせてく

　ださい。 

　下期の計画はありません。 

 

◎国際奉仕委員会 
委員長 
仲田 廣志君 

 
 

青少年交換事業への派遣希望者がありました 
氏名  竹越翔子 
住所  市内前島 
在学校 島田高等学校 2年生 

＜活動報告＞ 
１．選考会  

9月４日～５日 東山荘（御殿場） 
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応募人数  ６名 
派遣希望先 アメリカ 

２．第１回派遣オリエンテーション 
１０月１７日 米山会館（長泉町） 
派遣候補学生 ７名（藤枝南クラブ推薦で１

名増える） 
派遣希望先 ブラジルに変更 

３．第２回派遣オリエンテーション 
１月２２日～２３日 東山荘 
派遣候補学生、藤枝南クラブ推薦の１名辞退 
6 名 

＜今後の予定＞ 
１．地区国際奉仕委員会会議 

２月２７日 三島グランドホテル 
２．第３回派遣オリエンテーション 

３月２７日 ロゼシアター（富士） 
３．さようならオリエンテーション 

６月１８日～１９日 本栖湖 
４．第４回派遣オリエンテーション 

７月中旬 ロゼシアター 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／成瀬） 


