
1699-1 

「

 
■ 会 長 報 告                村松 英昭君

率先しよう率先しよう

ウィリアムＢ．ボイド

　幹事：後藤 功　副幹事：青島  彰

会長：村松英昭　副会長：小宮弘一郎

かもめ
＜ソング＞ Sing Everyone Sing

＜ソングリーダー＞  池ノ谷 敏正君

2006-2007年度
　RIテーマ　

例 会：毎週水曜日 小杉苑 藤枝市青木2-2-48 TEL 054-641-3321

事務局：藤枝市青木1-9-16 TEL 054-647-2300 FAX 054-647-2040  

Weekly BulletinWeekly Bulletin
E-mail club1972@fujieda-rotary.org

ＮＯ.262007年 1月 17日(水）
 

国際ロータリー第2620地区   藤枝ロータリークラブ　会報

FUJIEDA ROTARY CLUBFUJIEDA ROTARY CLUB

第1699回

写真提供 : 山田昭雄君

 
昨日（１月１６日）、第５分区の会長、幹事会が

開かれ、ＣＬＰの進捗状況について各クラブより

報告がありました。９クラブ中８クラブが、次年

度よりＣＬＰを導入する事になりましたと報告が

ありました。その後、お酒も入り楽しい会長、幹

事会となりました。 
話は変わりますが、今月号（２月号）の文藝春

秋にアンケート昭和の美女ベスト５０の記事が載

っていました。（読者７４５８人による投票）上位

１０位は以下のごとくです。 
１位 吉永小百合  ６位  高峰秀子 
２位 原節子　　  ６位  若尾文子 
３位 山本富士子  ８位  岸恵子 
４位 夏目雅子   ９位  森光子 
５位 高峰三枝子  １０位 田中絹代 
私の年齢（５７歳）で名前と顔が一致し美しい

方と思うのは、吉永小百合と夏目雅子です。 
吉永小百合は、私の青春時代の憧れの存在でした。 
齢を経た現在も美しく、こころの透明感を感じる

方です。 
このアンケートの対象外ですが、今上天皇の皇

后さま美智子様には、別格の美しさがあります。

昭和３３年皇太子妃として迎えられることとなっ

た当時の正田美智子様は、清楚で理知的かつ気品

にあふれ、近寄りがたい美しさを持った方だと子

供ごころに思いました。食生活ジャーナリストの

岸朝子さんによると、今上天皇の皇后様は、フリ

ージアの花を思わせる優しさに気品が漂う方で世

界に誇る国母であられると、言っています。 
会員の皆さんは、どなたを、昭和の美女として

選ばれるでしょうか。 

■ 理 事 会 報 告       後藤 功君 
• １月、２月のプログラムが報告され承認されました。 

• 会計中間報告及び下期予算について仲田会計よ 

り報告があり承認されました。 

• 財団寄付集金について前年度と同じように会費

と合わせて振り込みいただくことで承認されま

した。 

• ２６２０地区 ２００９～２０１０年度ガバナ

ーノミニー候補者推薦のお願いについて、クラブ

としては該当者はいないとすることで承認され

ました。 

• ＲＩ意義ある業績賞推薦のお願いについて、クラ

ブとしてふさわしい活動はしていないとのこと

で承認されました。 

• 事務局員増員の件でございますが昨年末、南クラ

ブとの話し合いがつき、それぞれのクラブより 

１０万円ずつ増額することとし、今後早急に募集

に努めることで承認戴きました。 

■ 幹 事 報 告            後藤 功君 
• 地区国際奉仕委員長会議のご案内がガバナー事

務所より届いております。 
  ２００７年２月１０日（土）１２：００～  

静岡県私学会館 
• ＣＬＰについてのアンケートと次年度のお知ら

せがガバナーエレクト事務所より届いております。 
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• 特別寄付金領収証（法人）と米山功労者表彰につ

いてロータリー米山記念奨学会より届いており

ます。 
「第１回米山功労者 池ノ谷 敏正」 

   「第３回米山功労者マルチプル 望月 晃」 

■ 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 

26／40 65％ 26／40 65％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇杉山君 〇水野君 〇村松宏君 〇渡辺君 
〇松葉隆君 浅川君 飯塚君 板倉君 桜井富君 

鈴木舜君 鈴木晶君 仲田晃君 望月晃君　望月志君  
(２)メークアップ者 
杉山 静一君（藤枝南）   村松 宏一君（藤枝南）  

■ スマイルＢＯＸ         青島 彰君 
• 誕生祝ありがとうございました。私は酒がだめな

んです。               小宮 弘一郎君 
• 昨日１６日に５７回目の誕生日を迎えました。あ

と半年よろしくお願いします。   村松 英昭君 
• 誕生祝ありがとうございます。６１才になりまし

た。昨年は還暦でチヤホヤされましたが、今年は

少々淋しく思っていましたので有り難い限りで

す。                       北村 幸男君 
• 今年５月に初孫が誕生の予定です。そんな年にな

ったのかぁ～という実感の毎日です。 
石垣 善康君 

• いつも忘れずにプレゼントをいただきありがと

うございます。本人にはロータリーからとは言わ

ずにだまって渡しております。    鈴木 廣利君 
• 年金受給年令になり益々元気に活動の巾を広げ

ています。                   松葉 義之君 
• 妻の誕生祝ありがとう御座居ます。 

小西 啓一君 
• 結婚祝                   山田 昭雄君 
• 結婚お祝いありがとうございました。 

仲田 廣志君 

• 結婚記念日のお祝いありがとうございます。３４

年も良くもったものだと我ながら感心していま

す。                          増田 國衛君 
• 皆出席のお祝いと、数えて３６回目の結婚記念日

お祝いありがとうございました。ただ、ただ妻に

感謝です。                     後藤 功君 
• 出席表彰ありがとうございました。櫻井 龍太君 
• １００％出席お祝いありがとうございました。 

栗原 毅君 
• クリスマス例会孫が大勢でお世話になりました。 
                            小宮 弘一郎君 
• クリスマス例会には家内と孫と参加させていた

だきありがとうございました。孫も喜んでいまし

た。                             竹田 勲君 
• クリスマス例会孫３人お世話になりました。         

小西 啓一君 
  スマイル累計額   ５４８，２６８円 

 
■■インフルエンザ情報■■ 

柳原 寿男君 
宮崎県の養鶏場で発生した鳥インフルエンザの

ウイルスは、毒性の強いＨ５Ｎ１型と発表されま

した。このウイルスは、国内では２００４年３月

の京都府の養鶏場で発生以来５番目となります。 
 今年は暖冬のせいか人のインフルエンザについ

ての流行の情報はありません。しかし予防につい

ての普段から心配りは大切です。 
外出から帰ったら、うがいと手洗いを励行しまし

ょう。冬の乾燥した季節は、マスクもお勧めしま

す。気温と同様、湿度にも留意して下さい。特に

夜間就寝中は適度な湿度（６０％）を保つことが

出来ると理想的です。 

■ 委 員 会 報 告                     
“ロータリーの友”１月号の紹介 
        広報・親睦委員長  櫻井 龍太君 

 １月は「ロータリー理解推進月間」です。ロー

タリーって何？と聞かれたとき、手短にわかりや

すく、答えるにはどうしますか。 
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 １月号はこの疑問についての記事が、掲載され

ております。 
記 

Ｐ １～ ロータリーの根幹（ＲＩ会長） 
Ｐ１２～ ロータリーを知り、知ってもらう 
Ｐ１４～ ロータリーの徽章 
Ｐ３４～ 第２６２０地区のたより 
 また、次の縦組みページには参考となる、肩の

こらない記事があります。 
Ｐ１９ 友愛の広場 
Ｐ１６ 言いたい・聞きたい 

■ ク ラ ブ 協 議 会                    
【四大奉仕委員長 上期報告、下期計画】 
 
◎クラブ奉仕委員会 

  小宮  弘一郎君 
 
 
 
出席スマイル        青島彰 
職業分類・会員選考     山田昭雄 
会員増強       青島克郎 
親睦活動       前島章男 

プログラム      増田國衛
 

クラブ会報      成瀬弘明
 

ロータリー情報     鈴木廣利
 

広報・雑誌      櫻井龍太 

保健        板倉甫能 
上期は無事に終りました。下期は委員会活動に責

任を持ち頑張りましょう。 
 
◎職業奉仕委員会 
   酒向 謙次君 
 
 
 
職業奉仕委員会としての基本方針は、「実践倫理

の原理」を地域社会に普及する、すなわちロータ

リアン同士の研鑽から見識を深め、自らを取り巻

くステークホールダー（従業員、取引会社、株主、

顧客）たちに「実践倫理の原理」（最もよく奉仕す

るもの、最も報われる）を普及することである。 
そのために、先ずは会員の全員卓話をプログラ

ム委員会にお願いし、実施していただいており、

計画通り進んでおります。そのほかに、企業のノ

ウハウを地元中学校に役立てる、という事で藤枝

中学校に１０／２にツムラの品管部長の山本さん

に御協力を頂き、「化粧品、食品添加物の健康への

影響」で講演を行いました。 
１１／１５には、第一ファルマテック（株）静岡

工場見学を実施し、グローバル企業の国際標準に

ついて勉強させていただきました。上期は、以上

のように計画通り終わり、下期についても引き続

き、計画通り遂行したいと思っています。 
 
 
◎ 社会奉仕委員会 

  松葉 義之君 
 
 
 
前半期の活動にご協力ありがとうございました。 
８／８ 蓮華花寺池公園周辺の清掃奉仕には、多 

  くの会員に加えて、順心高校インターアクト

クラブも参加、一緒に汗を流しました。 
10／11  更生保護女性会の橋本、深田正副会長様 
より、会と活動の歴史、現在の活動状況等の

卓話をいただきました。 
10／21 「美しいまち藤枝で迎えよう”ねんりんピ
ック静岡２００６”」の合言葉の下、市環自協、
小さな親切運動の方々と協力して駅南地区街

路清掃作業を行った。 
○また４年前から市内のボランティアの方たちが

まとまって「子どもと本をつなぐ会」を立ち上げ

ました。その熱意と重要性からクラブとして支援

してまいりましたが、加えて個人的な支援の要請

会場運営      　竹田勲
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をお願いし、ご協力をいただきました。この活動

の一層の広がりを望んでおります。 
 後半期は環境保全委員会、新世代委員会、イン

ターアクト委員会と協力して、地域の環境美化へ

の活動、青少年社会活動やインターアクトクラブ

活動への支援を行います。 
「富士山を世界遺産に」の夏の活動には参加い

たしませんでしたが、常に関心を持って活動協力

をして行きます。 
 藤枝ロータリークラブによる真の社会奉仕活動

とは何かを見い出して行くよう努力します。 
 
 
◎国際奉仕委員会 

   石垣 善康君 
 
 
 
・ 静岡第５分区放置自転車タイへ寄贈に協力。 
（当初、計画の世界社会奉仕活動に共う 識字

率向上支援プログラムに基づく、学用品をタ

イへ寄贈するプランより変更） 
・ 前年度、ブラジルへ派遣した青少年交換学生、

竹越翔子様の帰国報告卓話の実施 
・ 前年度実行の青少年交換学生プログラムの報

告書の作成 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／成瀬）

 


