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分かちあいの心

ロータリーは

写真提供 : 青島克郎君

【 富士山 】

 
 昭和２５年（１９５０）１月１６日は私の誕生

日です。 

１９５０年 

◎世相は 

１月  聖徳太子の千円札発行 

４月  第１回ミス日本、山本富士子 

６月  挑戦戦争勃発 

７月  金閣寺放火 全焼 

警察予備隊創設→自衛隊 

１１月 胃カメラ完成 

    初の日本シリーズ 

１２月 当時池田大蔵大臣「貧乏人は麦を食え」 

◎流行した音楽 

水色のワルツ、あざみの歌、東京キッド 

◎映画 

羅生門、またあう日まで（ガラスごしでのキス

シーン） 

◎まんが 

手塚治虫「ジャングル大帝」 

◎文学 

大岡昇平「武蔵野夫人」谷崎潤一郎「納雪」 

吉川英治「新平家物語」 

 「きけわだつみの声」 

  チャタレイ夫人の恋人」 

流行語 

レッドバージ（赤狩り） 

アルサロ（アルバイトサロン） 

芸術がワイセツか 

三十八線 自己批判 チラリズム トルコ風呂 

ノーモア ヒロシマ 

庶民の生活 

・ シャンプーの公定価格廃止→昭和１０年以降

の化粧暗黒時代終る 

・ 三菱レーヨン、雪印乳業、旭ガラスが設立 

・ そばや復活、盛り十五円 

・ 寿屋のトリスウイスキー発売→トリスバー開く 

・ コンドームか配給統制品から解かれる 

・ ６月、米で初の腎臓移植手術成功 

■ 理 事 会 報 告               青島 彰君 
• １月プログラムが承認されました。  
• ２月プログラムについては内容等の変更があり

ますので継続審議となります。   
• 財団寄付金徴収については後期会費と同時入金

をお願いします。    
• 第５分区ＩＭは２月１７日（日）１００％登録と

なっていますのでよろしくおねがいします.  

■ 幹 事 報 告                 青島 彰君 
• ロータリー米山記念奨学会より申告用領収証と

特別寄付領収証が送付されました。 
米山功労者表彰 「第４回 米山功労者 マルチ

プル 」櫻井 龍太君 
• ロータリアン誌が届いています。  
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■ 出 席 報 告          松葉 義之君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

23／39 58.97％ 30／39 76.92％ 

(１) 欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○鈴木廣君 ○春原君 ○村松宏君 ○望月晃君 
○望月俊君 ○松葉隆君 飯塚君 板倉君  
落合君 鈴木舜君 鈴木晶君 仲田晃君 成瀬君

村松徳君 望月志君 柳原君 
（２）メークアップ者 
松葉 隆夫君（島田）    池ノ谷 敏正君（藤枝南） 
村松 宏一君（藤枝南）  松葉 隆夫君（藤枝南） 
杉山 静一君（焼津）   北村 幸男君（焼津） 
■ スマイルＢＯＸ          山田 昭雄君                  
• １月１５日誕生日のお祝いありがとうございま

した。                      江﨑 友次郎君 

• 昨年５月初マゴがうまれ少しずつ可愛くなって

きてます。でもまだまだワンチャンの方がかわい

いかな。いずれロータリーの夜間例会に出席させ

ていただきます。                石垣 善康君 

• 誕生祝いありがとうございます。６２才になりま

した。歳相応の振る舞いが出来るよう努めます。

                                北村 幸男君 

• 今日（１月１６日）は私の５８回目の誕生日です。

例会日当日に誕生日をむかえ皆様に祝っていた

だき幸せ者です！！            村松 英昭君 

• 数えて３６回目の結婚記念日のお祝い亜ありが

とうございます。何か、一言添えたいのです

が・・・。 

それぞれが健康で何よりです。       後藤 功君 

• 結婚生活も３０年以上を数え夫婦共々“よいし

ょ”と言う言葉が増えました。     仲田 廣志君 

• 結婚記念日のお祝いありがとうございます。祝っ

てくれるのはロータリーだけです。本当にありが

とうございます。              増田 國衛君 

• 結婚５４年目を迎えました。昔では全国国旗を立

って祝ってくれましたが、この頃では成人式も都

合で決めるので１５日の旗はなくなりました。残

念です。                       山田 昭雄君 

• ①静枝誕生祝いありがとうございました。 

②藤枝東高サッカー部正月の選手権大会準優勝。

３１日より１４日まで楽しませていただきました。 

③１月１日商工会議所の年賀式で日本商工会議

所より感謝状をいただきました。合計３ヶありが

とうございました。           小西 啓一君 

• 夫人誕生祝ありがとうございました。 

クリスマス会、孫達と楽しませていただきました。 

ありがとうございました。          松葉 義之君 

• 皆出席表彰ありがとう！！       櫻井 龍太君 

• クリスマス会、孫といっしょに楽しませて戴きま

した。併せて１００％出席お祝いありがとうござ

いました。                       栗原 毅君 

• 国立競技場の半分を埋め尽くした藤色のカラーボ

ードには感動しました。藤枝東高サッカー部の活

躍にサッカー協会としても頑張りたいと思います。 

                               大塚 博巳君 

スマイル累計額 ４５３，０００円 

 

■ 委員会報告                   
クラブ広報担当リーダー 石垣善康君 

『ロータリーの友 １月号 概要』 
１月はロータリー理解推進月間です。ロータリー

の友をお読みください。 
Ｐ６  ：ロータリーは分かち合いの心―ウィル

キンソンＲＩ会長 
     ロータリアンの活動、それは友情であ

ったり地域社会への貢献であったりす

る。 
     彼らは自分自身をささげています。自

分の時間、資源、お金を。このことが、 
ｔｈｅｙ ｓｈａｒｅ 彼らはわかち

あっている。 
Ｐ１２ ：ロータリーを知ってもらうためにーセ

ミナー報告 
     ロータリアンがロータリーを理解する

ためには、例会出席をし、クラブの仲

間と活動する、それが一番。そして他
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クラブの動き、ＲＩの活動などをロー

タリーの友で知る、必要です。 
Ｐ２５ ：ロータリーの未来 
     使命とビジョンー他者に奉仕し、高い

倫理基準を促進し親睦を通じて世界理

解、親善、平和を維持 
     奉仕―親睦―多様性―高潔性―リーダ

ーシップ 
Ｐ１  ：ＲＩ会長メッセージ 
     ポリオの絶滅に最後の力を 
Ｐ１４ ：ゲイツ財団から１億ドルの補助金、チ

ャレンジにて。 
 
■ クラブ協議会（上期報告・下期計画）                  
 
クラブ管理運営  

委員会   
   仲田 廣志君 
 

 
＜上期報告＞ 

１．例会運営   
２グループに分かれて運営 
スムーズにいかない点もありましたが、会

員の皆様の御理解と御協力をいただきま

したこと感謝申し上げます。 
２．納涼例会   

７月２９日（日）午後より 
小旅行（花鳥園、資生堂見学、夜、焼津ホ

テルにて例会） 
参加人数 会員２２名 ご夫人１０名 

計３２名 
短い旅行でしたが、楽しくできました。 

３．クリスマス夜間例会 
１２月２６日（水）小杉苑ＰＭ６：００～ 
参加人数 会員３０名 ご夫人１８名 
子供（家族）１５名 新入会員３名 ご夫

人１名 計６７名 
予算も少なく、お土産（賞品）等たいした

物も支度できませんでしたが、６９名とい

う大勢の方が参加して下さり賑やかく楽

しくできました。 
２次会についても２３名の皆さんが参加

して下さり楽しく出来ました事感謝いた

します。 
＜下期計画＞ 
１．楽しい例会の運営に努める。 
２．創立記念例会、夜間最終例会の設営、運営に

全委員で取り組んでいきたい。 
３．後期プログラムをみますと、会員卓話、委員

会担当例会、テーブルメイト担当例会が２４

日の例会中、１４回予定されています。各担

当の皆様には、御負担をお願いすることとな

りますが、御協力の程宜しくお願いします。 
 
奉仕プロジェクト

委員会   
    酒向 謙次君 

 
 
 

奉仕プロジェクト委員会は、基本方針：地域の

活性化に向けた国際交流、地域貢献活動を考える

とし、各委員会でこの方針に沿った具体的な活動

をするといった計画が立てられております。以下、

各委員会の上期結果、下期の計画の確認を報告い

たします。 

社会、国際奉仕は、静岡産業大を中心に計画をし

ました。 

先ず、社会奉仕の今年の最重要課題である冠講座

の開設ですが、大学側と折衝した結果、今年、４

月より開設の運びとなりました。日本で始めての

ロータリーの講座です。学生、一般市民へロータ

リーの紹介とともに地域の方にロータリアンの日

頃の活動を紹介しながら業界の紹介を出来ればと

思っています。国際奉仕のほうも産業大です。当

大学への留学生を対象に当ロータリアンの会社訪

問です。総勢５０名近くを７社で受け持ちました。
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大きな国際交流が出来たと思っています。留学生

の感想を２月６日の例会で発表してもらいます。

職業奉仕も計画どおりに企業訪問（サンエムパッ

ケージ社）を致しました。職場訪問門の意義は、

ロータリアンの日頃の努力の姿を拝見させていた

だき、そこのロータリアンの職業倫理を聞くこと

にあります。しかし、最近のロータリアンの職業

倫理の欠如が見られる出来事が起こっています。

再度、４つのテストをかみ締めないといけない事

態になっているのかもしれません。 

新世代のほうですが、計画どおりに行われました。

インターアクトにつきましては、減額された予算

でしたが、２名昨年末、カンボジア訪問に参加し

ました。報告は、１月３０日の例会で報告しても

らいます。ロータリー財団、米山記念奨学会事業

も計画どおりに実施されております。          

 
 

新世代・インターア

クト担当 
後藤 功君 

 
 

＜上期報告＞ 

新世代 
① 4 月 開会式 藤枝市少年サッカーリーグ 

   戦開催（小学生）半年に渡って開催 
9 月 閉会式 

② 8 月 青少年柔道大会（中学生、小学生） 
③ 9 月 スポーツ少年団剣道大会（中学生、小 

  学生） 
  上記の大会へは会員の出席を呼びかけ年々

少しずつ増えているようです。 
④ １２月 ジュニアユースサッカー大会 年

の瀬もあって寄付のみです。 
インターアクト 
７／８ インターアクト委員長会議グランドホ

テル浜松で開催 
今年度の事業計画についてお話しがあり

ました。 
７／３０・３１ インターアクト年次大会開催 

会場は島田市民総合施設プラザおおるり 
ホスト校 吉田高校 
スポンサークラブ 島田ＲＣ 
当日はロータリアン顧問先生会議を同時開催 
また、宿泊は島田市の野外活動センター「山

の家」に宿泊 
２日目は浜岡原発の内部の見学をして終わり

ました。 
９／５ 順心高校インターアクトクラブの生徒

が例会にみえ、年次大会報告とクラブ

活動報告が行われました。 
９／１２ 新世代月間に会わせ中山新教育長に

お見え戴き教育についての持論をお話

戴きました。 
１１／４ 地区大会に出席し、２００７～２０

０８年度国際フォーラムに参加 
会場 沼津市民文化センター 

１２／８ ２００７～２００８年度国際ロータ

リー２６２０地区インターアクト指導

者講習会が開催 
開催場所 山梨県立甲府城西高等学校視

聴覚室 
ホストクラブ 山梨県立甲府城西高等学校 
スポンサーＲＣ 甲府北ＲＣ 
今回は２０クラブの内１４クラブが出席 
今回の活動発表における学校の活動状況や

問題点、活動の活性化への工夫や取り組みに

ついてお話をいただきました。 

１２／２３～１２／２７ 
インターアクト海外研修実施 

行き先 カンボジア、アンコールワット  
４泊５日  

 
 
 

（担当／北村） 


