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先日の１８日に、第３２回藤枝ロータリー旗争

奪少年剣道大会が開かれ、開会式に十数名の会員

の方々が出席して下さいました。主催者の藤枝剣

道連盟の北村正平会長から、お忙しいところ、大

勢でご出席くださり、大変有難うございます。と

お礼のお言葉をいただきました。 

子供達が試合の開始の礼、終わりの礼をきびき

びと礼儀正しく行っている姿を２時間程観て帰っ

てきました。 

当日午後１時から、第４１回藤枝市少年サッカ

ーリーグ戦の閉会式が開かれ、私、後藤幹事、村

松新世代委員長、会員４名の計７名が出席しまし

た。３年、４年、５年、６年の部の表彰式があり、

各学年優勝チームの選手にはメダルが授与されま

した。メダルの授与を出席ロータリー会員全員で

子供達の首にかけてあげました。低学年の子供ほ

ど、表彰されることを喜んでいました。 

両大会に出席して感じました事は、大勢の会員

で出席することが大切なことだと思いました。ロ

ータリークラブの存在感を広く市民にアピールで

きます。少年の大会には必ず親御さん、おじいさ

ん、おばあさん、が応援に来ます。よい広報の場

だと思いました。また、大勢の会員が出席する事

によりクラブの中に活力が生まれます。今後もい

ろいろな催しへのご出席よろしくお願い致します。 

 

 

 

■ 幹 事 報 告            後藤 功君 
• 地区より、地区大会のご案内と本登録のお願い

が届いております。 

• ２００６～２００７年度ガバナーエレクト事務

所開設のお知らせが届いております。 

• 「米山梅吉記念館見学」のご案内が届いており

ます。期日は１０月１４日（土）です。新入会

員未訪問の方 

• （財）ロータリー米山記念奨学会より米山月間

用資料送付のご案内が届いております。 

• 同じく米山記念奨学会より２００５年度事業報

告書、計算書類並びにクラブ米山委員長のため

の「２００６～２００７年度、米山寄付金マニ

ュアル」又、クラブ支援奨学金のご案内が届い

ております。 

• ねんりんピック静岡２００６への応援広告掲載

依頼について、近隣クラブへはそうした依頼が

きていないとのこと、よって広告掲載はしない

ことに致しました。 

■ 出 席 報 告           青島 彰君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

26／41 63.41％ 31／41 75.61％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇杉山君 〇宮川君 〇望月俊君 〇村松宏君 
〇松葉隆君 浅川君 石垣君 板倉君 桜井富君 
鈴木晶君 鈴木舜君 仲田晃君 前島君  
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望月志君 杉浦君 

■ ビ ジ タ ー                     
河村 武君（榛南）   

■ スマイルＢＯＸ       青島 彰君 

• ＣＬＰ委員会会合の会費は割カンでした。余った

会費をスマイルします。     ＣＬＰ委員会 

スマイル累計額  １１２，２６８円 

■ 新世代委員会 外部卓話       

 です！！ 

☆１９８６年１１月１９日生まれ 

＜１９９９年＞ 

大井川中学校入学 ソフトボール部 

「やり投げやってみない？」と言われ、

流れるままに 

＜２００２年＞ 

藤枝明誠高校に特待生推薦入学 

陸上部へ入部  

＜２００４年＞ 

    全国高校総体出場（種目：円盤投げ） 

１２月  静岡県立大学推薦合格 

＜２００５年＞ 

  静岡県立大学入学 柔道部・ボランティア

サークルへ入部 

８月  フィリピンへ２週間ホームステイ 
病院でのレクレーションでソーラン節！

ドッコイショ！！ 
９月  ドイツ・フランスエコツアーに参加 帰

国後、講演会準備に奔走！ ！  

１２月 「松本英揮 地球のスライドショー」を

主催 参加者１４０人で大成功！ 

＜２００６年＞  

１月  県大の裏山の畑での農作業にハマる。  

草取り大好き！ 

２月   西日本を友達の家を回りながらの旅 

３月   伊豆まで自転車での旅（登っても登って

も終わらない坂道！天城越え☆） 

４月   ・文化系クラブＷＰＡＳダブルパス）発

足 代表として仲間集めを始める。 

・チェルノブイリ２０周年イベントにゲ

ストスピーカーとして参加 

・日本語ボランティア開始 フィリピン

人の女の子に日本語を教える。 

５月  ・柔道の黒帯取得！！ 

・「Ｌｅｔ‘ｓ ちょっとＣｈａｔ国際交

流カフェスティバル」ｉｎグランシッ

プ 

・「バングラデシュからのメッセージ」ｉ

ｎ県大 

・「ゴミゼロサミット２００６」in アイ

セル２１ 

６月  ダブルパス主催「子どもたちの未来のた

めに～自分に出来ることから始めよう

～」 

    講師：鬼丸昌也 ミリオンフェイスキャ

ンペーンを県大で実施！   

７月  無農薬・自然農法のお茶園・向島園での

草取りツアーを開始 

８月  ・ＬＷＣ（リトルワールドキャンプ）に参

加               

    ～外国籍の子供達と日本の子供達の交流

～二泊三日ｉｎ富士市少年自然の家 

・１５日終戦記念日に WP(Peace Piece)企

画で発表会（事前準備が大変だった！） 

・24 時間テレビチャリティ募金を子供たちと

行なう 

２日間で１４万の募金が集まった！！  

９月  １日～７日までフィリピンへ 職業訓練

学校やストリートチルドレン保護施設を

訪問。布地や奨学金を届ける。 

    ９日～１１日「すんぷ☆エコアクション」

東海大、静大、県大の学生が主催  

 

 
 
静岡県立大学２年 
松野下 琴美さん 
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三日間で行なう静岡市内の清掃イベント 

    静岡の青葉公園周辺では参加者千人！三

保海岸では３００人！ゴミは４５L袋に２

００以上！ 

 

（旧アジア・クラブ） 

~World Peace from Asian Smile~ 
私たちの ASIA から、WORLD へ平和を発信してみま

せんか！？ 

自分の幸せと世界の幸せがつながっていたら、それっ

てすごく嬉しいこと！ 

 

  自分にもできる国際協力を見つけよう！！ 

  

活動を通して、自分の幸せ、世界の幸せを見つけ

ていこう！  

Think globally ★ Act locally 

～頭は世界規模で考え、足は地域で動かそう～ 

 

最近の WPAS の活動 

（イベント） 

★４／１８、２１ チェルノブイリ原発事故２０周

年イベントに参加。 
★５／２４「バングラディシュからのメッセージ」

共催 メッセンジャー：渡辺大樹さん 

★５／２８ ゴミゼロサミット（世界の環境問題を

地域から考える）で活動発表。 
～自分たちの活動を発表&周辺大学とのネット

ワーク作り～ 
★６／１０ 「子どもたちの笑顔のために～自分に

できる一歩からはじめよう～」 

講師：[平和ＮＧＯ]テラ・ルネッサンス理事長 

鬼丸昌也さん  

ミリオン・フェイスキャンペーンで顔写真署

名！７月に NY の国連本部前に飾られる！ 
★９／９,１０,１１ すんぷ☆エコアクション

農作業体験！(エコエデ

ュ主催イベントに参加) 
★先輩から旅での体験を報告会!! 体験談を参考に

自分流の旅のプランに役立てよう！ 
★地域とのつながりを大切にしよう！イベントに

参加、地元の方を講師に招くｅｔｃ・・・ 
★ＷＰ（ダブルピー）-Ｐｅａｃｅ Ｐｉｅｃｅ- 

戦争について自たち分たから調べる！発表する！ 

話し合う！ 

★身体と心のつながりを知って、毎日健やかに生きる。

～ゆる体操で大和撫子の身体作り～ 
★「セブの少女に布地を送る会」の河村夫妻と共にフ 

ィリピンへ職業訓練学校などを訪問。 
◎楽しみながら、「できること」を続けよう！ 
 
✿イベント情報、フィリピンへ送る布地・募金を

募集しています！ 

✿気軽に連絡してください！ 

静岡県立大学 国際関係学部 松野下琴美：

09035879054  koto1119@yahoo.co.jp 

■ 第４１回藤枝市少年サッカー大会報告      

新世代委員長 村松宏一君 

９月１８日、市民サッカー場において、標題の大

会の閉会式と、選抜選手による東西対抗戦が行わ

れました。 

藤枝ロータリークラブから、会長・幹事・新世代

委員長のほか、会員多数が出席して、村松会長か

ら優勝チームに「ロータリークラブ旗」を、優勝

チームのメンバーに出席会員から「メダル」を贈

呈し、関係者から感謝されました。 

優勝チームは次のとおりです。 

●６年生の部 高洲  ●５年生の部 高洲南 

●４年生の部 高洲南 ●３年生の部 藤枝中央 

で静

岡をきれいにしよう！！（清掃活動イベント） 

《常時活動》 （基本

的に活動は個人！自

分の興味のある分野

に顔を出していく☆） 

★情報交換の場。（自

分が興味のある世界

の問題を調べ、仲間と報告しあう。） 
★県大の裏山でがっつり
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（担当／櫻井龍） 


