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■ 会 長 報 告                青島 克郎君

＜ソングリーダー＞ 森下 敏顯君
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ＧＭを始めアメリカの自動車メーカーが国の支

援に頼らざるを得ない瀕死の状態にあり、日本の

自動車メーカーも大幅な新車売り上げ減少で待っ

たなしの対応を迫られ工場閉鎖や人員整理を余儀

なくされています。そういった中、トヨタ自動車

は経費削減に取り組む一方開発費は増額する方向

を取っています。生き残りを掛けて各社が開発を

進めているのが電気自動車です。 

ハイブリッド車は実用化され販売台数も伸びて

いるようですがエンジンを搭載しないモーターだ

けで走る電気自動車はまだ市販車での実用化には

至っていません。電気自動車の開発で重要なのが

バッテリーの開発と充電方法の開発ではないかと

思われます。 

バッテリーといえば自動車に使われている鉛バ

ッテリーの他にニッケルカドミニュウム電池、ニ

ッケル水素電池、リチュウムイオン電池、リチュ

ウムポリマー電池等が代表的なところです。鉛電

池は古い歴史を持ち安全ですが重量と性能に限界

があります。 

一世代前は主流だったニッカド電池はタフです

がさらに高性能なニッケル水素電池に代わって来

ました。最近高性能な充電池としてパソコンや携

帯電話に使われているリチュームイオン電池はニ

ッカドやニッケル水素電池のような水溶性電解液

でなく有機溶媒が使われるため発火の危険性が高

いのですがエネルギー密度が高く高性能でリチュ

ームポリマー電池と共に充電システムの開発や取

扱性の向上により安全性が確保できれば今後大い

に期待される物です。 

もう一つの課題はコストの問題です。電池自動

車に必要な大容量の高性能電池は現在ではとても

高額ですし充電回数も当然限度があり長期にわた

り使用するには定期的な交換も必要になります。

しかし大気汚染等地球環境のためには何とか実現

できるようになることを期待いたします。また将

来、技術革新により大量の電気を水のように蓄え

て使う時代が来るかもしれません。 

話は変わりますが野球のピッチャーとキャッチ

ャーのことをバッテリーといいます。会長と幹事

もバッテリーといえるかも知れません。 しっか

り充電して年度一杯までは気を抜くことの無いよ

うに努めて参りたいと思います。 

■ 理 事 会 報 告             仲田 廣志君 
• １月、２月のプログラムが、承認されました。 

• 静岡第５分区ＩＭへの登録人数について、協議

されました。登録人数については、予算等検討

の上、後日決定することとなりました。（行き

については、マイクロバスで、帰りについては、

現地散会の方向で進める。） 

• ２０１１～２０１２年度ガバナーノミニー候補

者は、当クラブからの推薦は、しないこととな

りました。 

• 「ＲＩ意義ある業績賞」に産業大学冠講座を推

薦することが承認されました。 

• 新入会員２名（河井宏文君、島村武慶君）の入

会が承認されました。 

• 中間決算の報告が行われ承認されました。 
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• 下期会費、財団寄付金は、昨年同様、一括納入

をしていただくことに決定致しました。 

• 次回理事会は、１月２８日（水）例会終了後開

催する事となりました。 

■ 幹 事 報 告                仲田 廣志君

 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

27／36 75％ 25／35 71.42％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ノ谷君 ○望月晃君 ○水野君 ○松葉隆君 

飯塚君 板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 望月志君   

(２)メークアップ者 

鈴木 勝弘君（静岡北）  

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ      青島 彰君 
• 傘寿（サンジュ）の年を迎えました。明日の１５

日が誕生日です。傘寿でなく３０（サンジュウ）

の気持ちでいます。            江﨑 友次郎君 

• １月１６日誕生日です。          村松 英昭君 

• 何となく年を重ね６２才となりました。これから

もよろしくお願いいたします。    石垣 善康君 

• 誕生祝ありがとうございます。昨年は健康を崩し

たことがありましたので、今年は健康元年として

ウォーキングを始めました。      北村 幸男君 

• ありがとうございます。この年になっても「家は

旅館ではありません。」とまだ言われています。

今後はもう少し家で食事をするように心掛けま

す。                           鈴木 廣利君 

• 誕生祝ありありがとうございました。元気で毎日

孫のお世話をしております。 

クリスマス会では孫３名参加しありがとうござ

いました。                    小西 啓一君 

• 孫と一緒のクリスマス会、大変楽しかったです。

女房誕生日祝ありがとうございます。 

松葉 義之君 

• 結婚後５４年に成りました。いつも２人はいい夫

婦で日々感謝の日を送らせてまいりました。皆様

方のおかげです。ありがとうございます。 

山田 昭雄君 

• おかげさまで結婚３０数年を迎える事ができま

した。年を重ねる事に女房のたくましさを感じる

この頃です。                   仲田 廣志君 

• 結婚記念のお祝いありがとうございます。 

増田 國衛君 

• 結婚記念日のお祝いありがとうございます。どう

いう訳か仲むつまじく過ごしております。 

後藤 功君 

• 出席表彰ありがとうございました。 櫻井 龍太君 

スマイル累計額  ３９９，０００円 

■ 委 員 会 報 告                 
『ロータリーの友１月号』紹介 
         クラブ広報担当 柳原寿男君 
表紙左開きの写真は、福寿草の中のニホンミツ

バチ、右開きサンゴ礁に舞うキンギョハナダイ。 
 １月は「ロータリー理解推進月間」であり、Ｒ

Ｉ会長メッセージは、「奉仕」「親睦」「多様性」「高

潔性」「指導性」の解説である。尚、日本のロータ

リアンへ特別のメッセージが述べられている。 
ヨコ７ＰからのＨｏｗ ｔｏシリーズの中で、

「人前で話す」「マナー違反にならない」は大いに

 
 ガバナー月信Ｎｏ７がガバナー事務所より届い

ております。 
 インターシティミーティング登録のお願いが静

岡第５分区大石訓永ガバナー補佐より届いてお

ります。   
２００９年３月８日（日） 
開会１３：３０ 松風閣 
 

 

 

 

 

 

 

■ 出 席 報 告            青島 彰君

結婚記念日おめでとうございます！ 

【山田君ご夫妻】 
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参考になった。１１Ｐの「正しいロータリー用語」

も改めて一読をお薦めする。 
右開きタテのトップ記事、吉田修氏による「生命

について～奉仕に関連して～」は、かなり難解で

ある。２度、３度、４度読んでスルメの如く噛み

締めると、生命の尊重と畏敬の念が奉仕の理想へ

とつながるさまが、かすかに理解されるような紀

がした。ただこれがＲＩ第２６２０地区ＩＭ基調

講演なら、言葉で聴いてどれ程理解されたか、老

婆心ながら危惧する次第。 
タテ７Ｐのくらぶ探訪は会員数９人のトラック

ラグーンＲＣ（２７５０地区）。浮世離れした生活

が現に存在していること、美しい自然を守ること

の難しさを実感させられた。 
卓話の泉の３話、友愛の広場の４つの投稿もぜひ

目を通して下さい。 
中味の凝縮した今月の「ロータリーの友」をじっ

くり味わってみましょう。 

■ ク ラ ブ 協 議 会 報 告                

 

会員増強委員会 

委員長 後藤 功君 

 

 

 

『上期報告と下期計画について』 

上期報告増強一色の年度、スタートから波乱

の状況でした。しかし月を追うごとにいろいろ

な方々から声が掛かり大変勇気づけられました。

上期が終わろうとするころには内定ではありま

すが３名が確定しました。伝統のある藤枝、ま

た藤枝クラブの力を強く感じました。一時どう

なるだろうと正直の所思いました。１０月３日、

委員会の会合の席で予想以上の候補者の名前が

上がり驚きました。その中で明らかに可能性の

うすい方は削除し、可能性の高い方だけに絞り

期限を決めて確認していただくようお願いをし、

１１月下旬頃からようやく勧誘活動が始まりま

した。勧誘に伺いますと決して無理だなと思わ

せない、違和感のない雰囲気を感じましたが確

約をもらうまではひょっとしたらダメか･･･そ

んな思いもよぎりましたが森下君からは「島村

決まったよ」、松葉隆夫君からは「島村が入った

なら俺も入るよ」（候補者河合君の言葉）と快い

響きが耳に入り何とも言えない安堵感に浸るこ

とができました。また、クリスマス例会当日、

酒向君から「昨日ゴルフで中外の工場長説得し

たよ」と候補のリストの一人ではありましたが

突然の話には何とも返事の仕様がありませんで

した。いずれにしても上期に一人はと思う想い

が叶い、上期が終わって藤枝クラブの力を見せ

つけられました。 

下期計画 

現在まだ確定していない候補者への勧誘活動を

継続し、尚、退会をする可能性の高い人への対

応の強化を関係の委員会の方々にお願いし委員

会の方々と情報交換しながら進めていきたいと

考えております。 

 

クラブ管理 

運営委員会 

委員長 

増田 國衛君 

 

１、上期報告 

（１）会場監督、会場運営 
青島彰リーダーの下、A,B 各々のグループ

に分けて 1 ヶ月置きに担当し、概ね予定通

りできました。 
（２）ソング 

曲目、ソングリーダー共、年初に計画した

通りほぼできました。 
（３）出席 

年初リーダーを決め忘れたため、事務局の

柴さんに頼り切りになりました。 
（４）親睦 

９月２１日 天竜下り旅行例会 
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１２月２４日 クリスマス家族夜間例会 
上記の二大親睦行事が石垣善康リーダーの

企画、立案に基づき全委員が一致協力し、

多くの御家族の出席もあり、楽しく盛大に

かつ、ほぼ予算通りにできました。 
又、会員の誕生日、夫人誕生日、結婚記念

日のお祝いも予定通りプレゼントの品を贈

呈致しました。 
結婚記念日の月の第一例会への夫人招待に

つきましては、対象者も少ないという事も

ありましたが石垣君御夫人一名の出席だけ

でした。 
（５）プログラム 

鈴木廣利リーダーのお力と皆様の御協力に

より、４回の外部卓話を始め、各委員会の

卓話、新入会員卓話、テーブルメイト卓話

等予定通りできました。 
（６）スマイル 

年間目標額７００千円に対し約半分の３７

３千円スマイルが皆様の御協力により集ま

りました。 
（７）クラブ会報 

写真撮影・原稿収集等、会場運営の当番グ

ループ内で担当者を決め遅滞なくできまし

た。 
２、下期計画 

（１） 会場監督・会場運営・ソング・クラブ会報
につきましては、上期同様、青島彰リーダ

ーの下、当番制により全員一致協力して行

います。 
（２）出席 

下期は担当リーダーを松葉義之君にお願い

して、出席率の向上を目指します。 
（３）親睦 
   下期の大きな行事は、 

 １月９日 
 

新年賀詞交歓合同例会（済） 
      ４月４日 

 
お花見合同例会  

４月１５日 創立記念例会 
６月１７日 最終例会 

が予定されております。石垣リーダーと相

談し、上期同様、予算内で楽しく有意義な

行事を企画、立案し委員全員で一致協力し

て盛り上げたいと思います。 
 
下期は結婚記念日対象の方が多くおります

ので、御夫人の出席を強力に呼びかけ、出

席率を高めたいと思います。 
各お祝い記念品は年初決めた通り、下期も

引継ぎを行います。 
（４）プログラム 

下期５回の外部卓話を計画しておりますが、

１～３月の３回は既に人選済みです。 
残る２回についても鈴木リーダーと相談し、

時宜を得た有意義な卓話をして頂ける人を

人選して参ります。その他各委員会、テー

ブルメイト等の卓話につきましては、年間

プログラム通り行いたいと思いますので、

全会員の御協力をお願い致します。 
（５）スマイル 

年間目標７００千円以上を達成したいと思

いますので皆様の積極的な御協力をお願い

致します。 
（６）保健 

５月２０日に保健リーダーの板倉甫能君に

よる保健講座を計画しております 
 

 

奉仕プロジェクト 

           委員会 

委員長  

酒向 謙次君 

 

 

当委員会は、社会・国際奉仕担当/酒向、職業奉

仕担当/春原、新世代・インターアクト担当/大塚

で構成されています。 

社 会 奉 仕：産業大の冠講座での学生・一般聴講

生へのロータリー活動の紹介と業界

紹介を通じロータリー倫理を伝える 
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前年４月から６月まで１２講座、本

年７月の３講座を終え、今年４月か

ら６月まで第２期の講座を予定。 

国 際 奉 仕：産業大の留学生を会員会社への職場

訪問を通じた交流 

１０月に７社２０人の訪問、今年 2

月に報告会の予定 

職 業 奉 仕：職場訪問を東海ガスさんへ訪問 

新 世 代：各種スポーツ大会協賛し表彰式にロ

ータリー活動の紹介 

インターアクト：順心高校インターアクトクラブ活動

の助成 

以上予定どおり実施し、地域に密着した奉仕活動

が階層別に出来た。 

今後の課題は、ローターアクトクラブを立ち上げ

ることとしているが 

非常に設立は大変そうだが、検討を続けることと

する。 
 

ロータリー財団 

委員会 

委員長  

杉浦 良一君 

 
 
財団寄付のお願い 
ロータリー財団寄付を全員に１００＄・ベネファ

クター１，０００＄を１名 
１００＄（１月ロータリーレート８８円）１月末

までに８，８００円の納入を宜しくお願い致しま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／森下） 


