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９月も最後の週になりました。朝夕は涼しいと

いうより寒ささえ感じます。人というものはいか

に我ままな動物だと思っております。ステンハマ

ーＲＩ会長の「超我の奉仕」のうち若い人達にそ

れを教え込む「新世代の為の月間」も終ろうとし

ておりますが、当クラブでは新世代委員会を中心

に各種スポーツ団体の大会に協賛して参りまし

たし、来月の６日は増田職業奉仕委員長が行う中

学生の為の職業講話も新世代を対象にしたもの

で、私達のクラブでは若い人の為の事業はとても

よくやっていると思っております。 
さて本日はよく新聞をお読みになっている方は

ご存知だと思いますが、去る２５日日曜日の静岡

新聞の朝刊の２９、３０面にとても感動的な記事

が載っていたのでご紹介いたします。 
「５ヶ月ぶりのお母さん」という見出しでＪＲ

福知山線の脱線事故で内臓破裂と脳も損傷を受

け、医師から「覚悟しておいて下さい」と宣告さ

れた西宮市の鈴木順子（３０）さんが２５日に尼

崎市で営まれる事故犠牲者の合同慰霊祭を一週

間後に控えた１７日に５ヶ月振りに意識を取り

戻して「お母さん、お母さん」と２回繰り返した。

１０８人目の犠牲者にならなかった今ではリハ

ビリに励んでいるという記事です。 
もう一つは３０面の社会欄の「コウノトリ放鳥」

の記事です。国の天然記念物のコウノトリの姿を

見なくなってから３０年が経ちますが、１９６０

年以降人工飼育を進め８９年初めて人工繁殖に

成功し今では１１８羽になったが、その中の５羽

を２４日午後野生に帰したという明るいニュー

スです。この事業には県はもちろん豊岡市も地域

の農家、住民と多くの人の協力で出来た事で５羽

はそれぞれ元気に羽ばたいて空に飛んでいった

という記事です。 
私達クラブも多方面で奉仕活動を行っておりま

すが、それらを実行している事に誇りを持って行

動しようではありませんか。 

■ 幹 事 報 告        松葉 隆夫君 
• ＧＳＥチームのホームステイ及びスケジュール

が静岡第５分区ガバナー補佐より届いています。 
• 国際ロータリー第２６２０地区ガバナーエレク

ト事務所開設のお知らせが届いています。 
開所日 ２００５年１０月１日 
所在地 甲府市中央４－１２－２１ 

甲府法人会館内 
ガバナーエレクト 井上雅雄 

• 第３１回藤枝ロータリー旗争奪県下選抜少年剣

道大会の結果報告が届いています。 
◎会員満足度アンケートの結果が小西会員増強

委員長より提出されましたので回覧します。 

■ 出 席 報 告           後藤 功君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

23／41 56.10％ 31／41 75.61％ 

(１) 欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
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〇小西君 〇小宮君 〇酒向君 〇竹田君 
〇増田君 〇宮川君 〇村松宏君 〇山田君 
青島彰君 浅川君 飯塚君 石垣君 板倉君 
鈴木晶君 鈴木舜君 仲田晃君 村松英君 
望月志君  
(２) メークアップ者 
水野 義猛君（静岡北） 杉山静一君（静岡北）  

■ 委 員 会 報 告                   
◎出席委員会            委員長 後藤 功君 

 

出席率アップの 

お願い 

 

 

 

◎会員増強委員会     委員長 小西啓一君 

『会員満足度アンケートの結果』 

実施日 平成１７年８月２４日 

回答率 会員４２名 ２１名 ５０％ 無記名 

内 容 

◎クラブが下記の活動に参加している度合い 

会員増強・オリエンテーションと教育・広報活

動は不十分 

地元・国際奉仕・募金・財固・親睦活勲は十分 

◎クラブのプロジェクト・活動への参加 

殆どの方々が参加されたが、自ら進んでと誘わ

れてと半々でした 

◎参加状況の内容は 

参加中と参加したいの意見に二分された 

◎参加に対する内容は 

ほぼ全員の方々が満足している 

◎クラブの費用 

おおむね妥当であるが、一部過度と考えている 

◎例会について 

例会時間の長さ・時刻・会場については殆ど満

足。但し親睦活動は満足しているが、多くして

ほしい方々も居る 

週報の内容については情報は十分だが不十分の

方々も半数いる 

記事の内容については意見が分かれる 

◎例会場について 

食事の質・種類に不満足の方々が 1/4 ほどある 

◎例会の改善について 

良い講演者の希望が一番多く、プログラムの議

題・親睦活動の強調が次に続いた 

◎家族のロータリーに対する考えは 

半数の方々が誇りに思っている、但し関心の無

い方々も一部ある 

回答が会員の半数だった事は現在の藤枝クラブ

を象徴しているのでは 

今後のクラブ運営の参考になれば幸いです。 

■ 新入会員卓話          前島 章男君       
 私の簡 単な自己紹

介と入社三十数年の

あゆみをお話しさせ

ていただきます。 
昭和２８年岡部町宮

島で出生 住まい築

地 家族構成年上の妻 長女 長男の4人暮らし 
２２歳で年上の女房をもらいましたが、読みが甘

かった。当時はお姉さんって色っぽくていいなあ

と・・・あれから３０年今は昔の面影全くなし若

い嫁さんもらっておけばよかった 遅すぎた。 
昭和４７年、電電公社から現職までのエピソード

をご紹介いたします。 
高校卒業後電電公社入社 警察官の叔父の影響

もあって警察の試験受け合格するも、電電公社を

何故か選択し入社しました。 
最初の配属先は、静岡電報局の受付業務でした。 
昭和４７年当時は、まだまだ電話の普及が低く、

電報が主流の時代でした。 
当時の電報の文面は、父危篤すぐ帰れ、金返せ泥

棒が圧倒的に多く、現在に至っては、誕生日、祝

電、弔電が主流です。 
電話料金収業務時には、当時は暴対協もなく、い

ろいろが出来事の連続でした。 
・OO組事務所への毎月の集金 
・暴カ団幹部マンション宅へ監禁 
・覚せい剤使用者に追いかけられる 
・府中刑務所へ面会 
・老女にライフルを突きつけられる。 
窓口業務時には、 
・全て手書き処理複写 
・窓口に訪れる縛麗な女性にはいい番号を付与 
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・謝罪に行った際に手土産を投げつけられる 
・応対が悪いと市議会護員殺害したお兄さんが窓

口へ恐喝 
広報の宣伝業務時には、 
・かえるコールのＣＭで徳光アナを出演依頼 
性格はテレビに映し出されるままの小柄で大変

気さくな方でした 
公衆電話業務時はカード公衆電話の全盛期で且

つテレホンカードの爆発的な売れでＮＴＴの収

入増に貢献いたしました。 
・東海初の自動ドア公衆 BOX の設置 
・県下初のクーラー付公衆 BOX の設置 
日本情報通信株式(ＮＴＴと日本ＩＢＭ出資会社

へ出向) 
・ＮＴＴの文化・ＩＢＭの文化の違いを痛感 
・会議：ＮＴＴ資料の山 ＩＢＭワンペーパー 
・接待：ＮＴＴ安い店での一次会のみ  
    ＩＢＭ高級料亭 銀座のクラブ 
１１６電話受付業務時には１１６担当者の応対

が悪い、電話帳誤掲載、約東の工事時間に来ない

工事料金が高い 
縁起の悪い電話番号等々苦情のデパート 
・夜中の１２時に飲み屋に呼ぴ出され罵声を浴び

２時間の正座 
・一人暮らしの老人の話相手 
・羽毛フトンを買わされる 
・右翼団体が京都から乗り込んでくる 
西日本本社時には、メーカに電話機の新商品の開

発依頼 支店への販売指導に携わる 
・L モード端末の不具合により新聞記者対応 
・モデム在庫不足で全国の支店から大箪壁を買う 
余談 全国で男性の一番スケベナ地域はご存知

ですか 
飛田新地 ピンクの照明 芸能人並から若い子

から高年齢からビックな女性まで選り取りミド

リ? 
名古屋支店時には、ソリューション業務に携わる 
・愛知県内の金融ユーザ対応(名古屋銀行・愛知銀

行・中京銀行・東海東京証券等) 
・愛知県内のＪＡユーザ対応（ＮＥＣが圧倒的に

強い地域) 
※とにかく夏は蒸し暑く冬は底冷えのする大嫌

いな土地でした 
平成１７年 現職 
 
 
 

（担当／成瀬） 


