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分かちあいの心

ロータリーは

【水仙】

 
 家の桜も開花し、春本番となってきました。 

今日、３月２６日は私の３０回目の結婚記念日で

す。３０年前の１９７８年（昭和５３年）はどの

ような時代であったのか思い出しながら調べてみ

ました。 

３月２６日、新東京国際空港の開港に反対する過

激派ゲリラが成田管制塔を占拠した。 

２月  築地のガンセンター外来待合室禁煙 

    永大産業倒産 

３月  ルイ・ヴィトン上陸 竹の子族 

    ナンテャッテおじさん 

４月  キャンディーズ解散 

５月  成田開港を強行 

７月  円高２００円を割る 

８月  円高１９０円 サラ金苦 

１１月 池之端文化センターコレラ騒動 

    エガワル「空白の一日」 

１２月 福田内閣→大平内閣へ 

＜テレビ＞ 

 銀河鉄道９９９、ザ・ベストテン（黒柳徹子、

久米宏）暴れん坊将軍、ウルトラアイ、白い巨塔 

＜映画＞ 

 幸福の黄色いハンカチ、野生の証明、キタキツ

ネ物語、未知との遭遇、スターウォーズ、サタデ

ーナイトフィーバー 

＜音楽＞ 

 ボブ・ディラン初来日 

サザンオールスターズ「勝手にシンドバット」で

デビュー 

ピンクレディー ＵＦＯ、サウスポー 

さとう宗幸 青葉城恋唄 

山口百恵 いい日旅立ち 

北島三郎 与作 

渥美二郎 夢追い酒 

＜スポーツ＞ 

 ６．２５ アルゼンチンでワールドカップサッ

カー アルゼンチン初優勝 

私の友人がこのワールドカップに行きました。ア

メリカ経由で大苦労をし行ったと話してくれま

した 

１０・４ プロ野球ヤクルト（広岡監督）がリー

グ初優勝、日本シリーズでも勝つ 

＜流行＞ 

 アーウー、全方位外交、フィーバー、不確実の

時代、窓際族、地方の時代、足切り、口裂け女、

ワンパターン、嫌煙権、電波ジャック、サラ金地

獄、家庭内暴力、熱帯夜 

    

■ 幹 事 報 告                 青島 彰君 
• 「冠講座」の報道関係記者会見が過日ありました

が３月１５日、静岡新聞、読売新聞の２紙に掲載

されました。ＳＢＳグループＨＰにも発表されて

います。 
• 藤枝少年サッカーリーグ戦が４月２９日開幕の

お知らせが届いています。 
• 地区よりインターアクト指導者講習会収支報告
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が届いています。 
 「ザロータリアン」４月号が届いています。 
 藤枝市国際友好協会より会報が届いています。 
 冠講座開講日の例会場は小杉苑となっています。

開始時間は午前１１時３０分ですのでお間違え

ないようお願いします。 

■ 出 席 報 告          鈴木 廣利君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

26／38 68.42％ 20 ／38 52.63％ 

(１) 欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○北村君 ○成瀬君 ○村松宏君 飯塚君 
板倉君 鈴木舜君 鈴木晶君 仲田晃君 水野君 
村松徳君 望月晃君 望月志君 

■ ビ ジ タ ー                 
佐野 芳正君（藤枝南） 飯田 敏之君（藤枝南） 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ     松葉 義之君              
• 今日、３月２６日は結婚記念日です。３０年前の

今日静岡グランドホテル中島屋で挙式しました。

お互いがまんの３０年でした。夫婦共健康ですご

せたことに感謝いたします。     村松 英昭君 
• 結婚祝、きれいな５色のバラありがとうございま

す。                            森下 敏顯君 
スマイル累計額 ４８９，０００円 

 
◎ ＰＥＴＳ報告                  

２００８～２００９年度 会長(幹事)エレクトセ

ミナー報告  

         

会長エレクト  

青島 克郎君 

 

 

３月２３日（日) 日本平ホテルにおいて会長

（幹事）エレクト研修セミナーが開催され当クラ

ブからは私と仲田廣志次期幹事が出席いたしまし

た。 

１２時半頃到着し早速昼食を頂き午後１時半より

開会いたしました。 

開会の言葉、歓迎の言葉、出席者紹介の後道部ガ

バナーの挨拶、牧田ガバナーエレクトの挨拶そし

て井上次期研修リーダーの挨拶があり引き続き研

修へと進んでまいりました。 

道部ガバナーからはクラブのリーダーとして十分

な目配りをすることとイーターネット等の豊富な

ロータリー情報を積極的に利用して欲しいとのお

話があり、井上研修リーダーからは「最も奉仕し

た者が最も報われる」と言う奉仕の原点を心に留

めて欲しいとの挨拶でした。 

研修にはいり最初に牧田ガバナーエレクトより次

年度のガバナー方針と地区目標ということでお話

がありました。 

【会員増強】 

 平成７年に２６２０地区の会員数は4,589名

であったもの現在3,435名と激減し、クラブ数

に於いても８４クラブから３クラブ減少し８

１クラブになってしまいました。 

そして、会員数が２０名に満たないクラブが等

地区に９クラブ存在します。 

世界に於いては会員数、クラブ数とも増加して

いるがその殆どは後進国であり先進国に於い

ては日本同様減少しています。世界全体での増

加の中でＲＩの決めた会員増強目標は日本の

実情からすると現実的ではないので地区とし

ては完全に守れる目標として１クラブ純増１

名以上とし確実に達成して欲しい。 

【ＲＩテーマ】  

次年度RI会長は韓国の李 東建 氏でＲＩテ

ーマは「Make Dream Real」日本語訳で「夢を

形に」です。 

次年度は特に子供達に光を当て、日本では痛切

に感じられませんが世界中で飢餓や病気で亡

くなる子供達を救う事を重点的な目標にして

います。 

ポリオ撲滅運動について９９パーセントは達

成しましたが残りの１パーセントの撲滅のた
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め多額の費用を必要とします。国際ロータリー

は、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と協

同して、世界ポリオ撲滅に必要とされる2億米

ドルを投入することになりました。ゲイツ財団

から１億ドルの補助金を受け、ロータリー財団

は、今後３年間にこれと同額の資金を調達する

ための募金活動を行っていくことになりまし

た。ＲＩからは１クラブ1,000ドルの寄付割当

を提案されていますが日本国内ではクラブの

大小を考慮し人頭割での寄付を検討中である。

(２２～２３ドル／名) 

 【国際協議会】 

カリフォルニア州サンディエゴで開催され

た国際競技会のガバナー研修会に参加されて

感じたことはＲＩという大きな歯車を動かす

クラブという歯車が幾つもありＲＩと言う巨

大さを改めて感じたとのことでした。また。ポ

ールハリスの晩年に友人がなぜロータリーを

創ったのかと言う問いに「私は寂しかったから

だ」と答えた話を聞たことが心に残ったとのこ

とでした。 

牧田ガバナーエレクトに続き地区予算について次

期地区財務委員長の杉山氏より説明がありました

が発表された予算も会員数減少から約８０名分位

下方修正する予定であり地区協議会では修正され

たものを発表するとのことでした。いづれにして

も地区の財政も大分厳しいようです。 

引き続き井上次期研修リーダーがお話しされまし

た。 

クラブリーダーシッププラン(ＣＬＰ)について話

され、各クラブのＣＬＰ採用状況について出席者

に挙手を求めましたが、殆どのクラブが既に採用

しており、まだ採用されていないクラブは少数で

した。 

ＣＬＰの組織作りに伴い従来の４大奉仕の位置づ

けについて取りざたされてまいりましたが、今度

の手続き要覧では４大奉仕についても記述されて

いるとの事でした。  

職業奉仕という幹がありその枝としてクラブ奉仕、

社会奉仕、国際奉仕があり、それを奉仕のベース

としてそれらの奉仕を効果的に達成するためにク

ラブリーダーシッププランがあり効率的な運営の

ために会員増強、クラブ運営、奉仕プロジェクト、

ロータリー財団の４大委員会があると言う考え方

です。 

ＣＬＰを少なくとも３年単位の長期的な視野に立

ち計画し、その長期計画のもとに単年度の計画を

たてるように進められたい。 

続いて次期地区ＩＴ推進委員長より地区の現状と

各クラブのＩＴ推進委員の選出の依頼がありまし

た。 

今後、地区からの連絡は極力メールおよび地区ホ

ームページの利用を考えており各クラブにおいて

対応されるよう要請がありました。 

当クラブは既にホームページおよび会報の電子化

は済んでおりますが、メールの利用についてはま

だ全員というわけにはなっていません。 

今後メールでの連絡が浸透するように進めていく

必要があると思われます。 

休憩を挟み各分区毎に別れ分区会議が開かれまし

た。 

大石ガバナー補佐(焼津ＲＣ)より会長幹事会、ガ

バナー訪問、ガバナー補佐訪問の日程につき報告

されました。 

ちなみにガバナー訪問は１０月１日、地区大会は

１１月１５、１６日、 ＩＭは平成２１年３月８日

の予定となっています。 

次々年度のガバナー補佐クラブが島田ＲＣと言う

ことが確認されました、その次の年度は当クラブ

からガバナー補佐を選出する事となる予定ですの

でその心づもりをしておく必要が有りそうです。 

以上で研修会は終了しました。 

その後簡単な懇親会が予定されていましたが私達

は失礼し日本平ホテルを後にしました。 

 
 
 

（担当／春原） 


