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【 百　合 】

 
 ここ１週間程毎日雨模様の日が続くようです。ま

た、大雨被害がでないとよいのですが。 
 本日、会長報告はありません。ただ一つ皆様に

お知らせしておきたい事があります。 
 財団奨学生、花田典子さんの近況についてお知

らせします。 
 彼女は１０数年前、当クラブがスポンサーとな

り財団奨学生としてフランスへ留学されました。

ご記憶にある方もいらっしゃるかと思いますが、

当時、小林治助さんが推薦人となり、いろいろな

手続をなさっていました。彼女は１９９５～１９

９６年、財団奨学生としてフランスへ留学し、コ

ミュニケーション学を専攻なされました。その後、

フランス人と国際結婚なされ、現在アメリカに住

んでいらっしゃいます。お名前もカプロス典子さ

んとなられ５才と３才のお子様がいられます。幸

せな家庭を築いていられます。彼女の実家は藤枝

市時ヶ谷です。３年程前、彼女のお父様が治療に

おみえになった折に、ロータリーの財団奨学生と

して行かれた方のお父様ですかと聞いて彼女の近

況がわかりました。 
 先月、アメリカより藤枝に帰ってこられ 2 ヶ月

程、こちらにいるので歯の治療をと先日彼女が訪

れました。もしよかったら例会に出席しませんか

とお誘いしましたが、いやとてもでるような立場

ではないのでと断られました。また機会をみてお

会いしたいと思います。 
 

■ 幹 事 報 告            青島 彰君 

• 納涼例会時鐘、ソングの用意依頼（クラブ管理運

営委員会）     

• 能登半島地震義援金礼状の件（総額５８，０５３，

４１８円）第２６１０地区ガバナー荒井公夫 

• 藤枝子どもと本をつなぐ会通信が届いています。 

• 藤枝明誠中・高校より陸上部、バスケット部、空

手部、囲碁部、棋道部の全国大会出場についての

賛助案内 賛助金２口、１０，０００円  

• ガバナー月信第１号の案内   

■ 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 

27／35 77.14％ 27／35 77.14％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇水野君 飯塚君 板倉君 鈴木舜君 鈴木晶君 

仲田晃君 望月志君 柳原君  

■ ビ ジ タ ー                      

藪崎 宰一君（藤枝南）     

■ スマイルＢＯＸ        山田 昭雄君 

• １週間遅れのスマイルです。前年度、皆様のおか

げで無事一年幹事役を終える事ができました。ま

ことにありがとうございました。今年度、新世代、

インターアクト担当です。スポーツ大会開催のお

りにはぜひ多くの会員の参加を期待します。 

後藤 功君 

• クラブ管理運営委員会委員長をおおせつかりま
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した。楽しい例会づくりに皆様の御協力のもと、

委員全員でがんばります。        仲田 廣志君 

• 一年間ＳＡＡでお世話になりました。ご協力あり

がとうございました。  竹田 勲君 

スマイル累計額  ５４，０００円 

■ 委員会報告                       
●クラブ奉仕担当          望月 晃君 
納涼例会 ７月２９日（日） 
≪納涼例会乗車場所ご案内≫    
焼津 ⇒ 藤岡団地入り口バス停 ⇒ 魚久前 ⇒ 小
西宅前 ⇒  村松会長宅前 ⇒ 青木事務局駐車場 
⇒ 藤枝駅前 ⇒ 掛川 

●新世代・インターアクト担当    後藤 功君 
インターアクト委員長会議報告 ７月８日（日） 
平成１９年７月８日（日）１３時３０分より 
グランドホテル浜松に於いて開催 
① インターアクト委員長会議開催 
当日は２０クラブの内、１３クラブの委員長が出

席、浜松北ＲＣ山本純夫委員長挨拶から始まり、

７月３０日（月）、７月３１日（火）インターアク

ト第３４回年次大会開催について、ホストクラブ

の島田ＲＣ塚本インターアクト委員長より確認事

項について説明がありました。『別紙参照』 
② インターアクト指導者講習会開催について 
開催日 １９年１２月８日（土） 
開催場所 甲府城西高等学校視聴覚室 
③ 今回は講演の後、分科会はやらないで、報告会

をやる方向で検討している旨お話しがありました。

また、午後からの講習は「手話通訳士の話」が案

として出されているとのことです。 
④ 今年度海外研修の期日は、１２月２３日（日）

～２７日（木）４泊５日実施 行き先は以前浜松

ＲＣで小学校を寄贈したカンボジア 
◎カンボジアの歴史を学んで欲しい 
ポルポト政権下での大量虐殺、世界遺産であるア

ンコールワット遺跡を見学してもらう予定、また

カンボジアの子供達に授業を実践してもらう予

定との事でした。 

訪問した折りには現地の教育関係者との交流も

考えているとの事でした。 
費用の面で生徒の個人負担を現在１１万円を地

区の予算で３万円くらいにしたい、今後地区とお

願いしていくとの事でした。 

■ ク ラ ブ 協 議 会                    
 
会員増強委員会 
委員長  

松葉 隆夫君 
 
○スマイル担当 
山田 昭雄 ７月・１０月・１月・４月 
村松 徳 ８月・１１月・２月・５月 
江﨑 友次郎 ９月・１２月・３月・６月 

○出席報告担当 
鈴木 廣利・鈴木 舜光 

○クラブ広報担当 
石垣 善康・松葉 義之 

○クラブ会報担当 
青島 克郎 7 月・１０月・１月・４月 
北村 幸男 ８月・１１月・２月・５月 
春原 良則 ９月・１２月・３月・６月 

 

 
新会員担当 

鈴木 廣利君 
 
 
 
 
クラブ管理運営委

員会 委員長 
仲田 廣志君 

 
 
和やかな雰囲気のある例会となる様会場の運営

に努める。諸事業についても、その都度、委員全
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員で協議し、合意のもとに進める。 
結婚記念日月の第一例会に御夫人を御招待する。

初めての試みです。 
会員の皆様の御協力のもと、是非、成功させたい。 
 
 
クラブ奉仕担当 

望月 晃君 
 
 
 
 
総務担当 
池ノ谷 敏正君 

 
 
 
 
奉仕プロジェクト

委員会 委員長 
酒向 謙次君 

 
 

奉仕プロジェクトの基本方針は、「地域の活性化

に繋がる国際交流、地域貢献」です。そのテーマに

むけて各委員会が具体的な行動に落とします。 
 

 
職業奉仕担当 
小西 啓一君 

 
 
 
 

新世代・インターア

クト担当 
後藤 功君 

 
 

 
財団・米山担当 

栗原 毅君 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（担当／青島克） 


