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■ 会 長 報 告            松葉 隆夫君
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ロータリーの未来は

アナタの手の中に

ジョン・ケリー
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藤枝ロータリークラブ会報藤枝ロータリークラブ会報

 
 ５日の県知事選の投票に出掛けましたところ、

１０時頃だったのですが、大変混んでいました。

今回の知事選は感心があったように思えました。

夜１１時頃、結果が出、川勝候補が１万５千票差

で勝利となったのですが、まれにみる僅差でした。 

川勝氏がこれからの４年間県政を担っていくわけ

ですが、より良い静岡にする為に頑張ってもらい

たいと思います。 

■ 幹 事 報 告          増田 國衛君 
• ガバナー補佐事務局より「ガバナー補佐挨拶訪問

と協議会について」が届いております。 

• 米山記念奨学会より｢2009 年度上期普通寄付の

お願い｣と｢米山学友会活動を知る新 DVD の御紹

介｣が届いております。 

• パストガバナー事務所より｢ガバナー月信、ロー

タリー研修会特集号｣が届いております。 

• 藤枝市緑をすすめる会より｢藤枝市緑をすすめる

会総会資料｣が届いております。 

• ｢藤枝子どもと本をつなぐ会通信 NO.５８｣が届

いております。 

• 島田ロータリークラブより｢週報｣が届いており

ます。 

■ 出 席 報 告           後藤 功君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

31／41 75.61％ 34／41 82.93％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○島村君 ○春原君 飯塚君 板倉君 落合君 

鈴木舜君 仲田晃君 水野君 望月志君 柳原君  

(２)メークアップ者 

松葉隆夫君（藤枝南）   増田國衛君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                     
益田 昇静岡第五分区ガバナー補佐 

鈴木 民雄静岡第五分区ガバナー補佐事務局長 

澤脇 圭司君（島田） 小山 明良君（藤枝南） 

藪崎 宰一君（藤枝南） 

◎ガバナー補佐挨拶            

  

益田 昇 

ガバナー補佐 

 

 

＜プロフィール＞ 

生年月日 昭和３年１２月２日 

住  所 榛原郡吉田町神戸２８４９ 

勤 務 先 ㈱山益製作所 会長 

趣  味 写真 

主な要職 二科展写真部会友 

     吉田町空港対策協議会会長 

ロータリー入会年月日 昭和４３年５月２日 

           （ＲＣ歴４１年） 

皆さん今日は。本年度静岡第五分区のガバナー

補佐を務めます島田ロータリークラブの益田と申

します。宜しくお願いいたします。 

 私の職業分類は製茶機械製造です。正確にいう

と茶仕上機械と言ってできたお茶を荒茶といいま

すが、この荒茶を選別し、乾燥したり配合したり
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する機械を作っています。 

 藤枝市には茶問屋さんがたくさんありますので、

私の会社のお客さんが大勢おります。 

 現会長の松葉さんも当社のお客様であり、西野

さん、松田さん、中山さん、一言さん、平木さん、

鈴木さんと、藤枝ロータリーに大勢いました。松

田真平さんとは２０数年前になりますが、一緒に

ブラジルに行きました。松田さんの弟さんがブラ

ジルに移住していましたので私も泊めてもらいま

した。その翌日どういうわけか、私は松田さんの

ステテコを間違えてはいて帰りまして、後々まで

お前は俺のステテコをはいて帰ったと言われたも

のでした。帰りは 2人だけでハワイに寄り乍ら帰

って来ましたが大変楽しい一時でした。いい時代

を通ってきたと今でも思っています。 

 今年度RIの会長ジョン・ケリー氏は『ロータリ

ーの未来はアナタの手の中に』という大変重いテ

ーマを掲げられました。これはマハトマガンジー

の言葉から引用したそうですが、ロータリアン一

人一人の行動が問われていると重います。 

 今年度ガバナーの飯田さんはこれを受けて先ず

足元から始めようと言っていました。『明るく元気

のよいロータリーを心掛けましょう』と言ってい

ます。地区の目標、方針としては昨年と殆ど変わ

りはありません。純増1名以上、財団寄付、米山、

ポリオ、同じです。 

 今年はGSEで台湾のメンバーを受け入れる事に

なり、１０月末から地区大会まで約 1週間この静

岡第５分区が受け持つことになり、藤枝さんにも

南クラブさんと共に一日お願いすることになりま

すのでその節は宜しくお願いします。 

 増強の問題ですが、１９９６年をピークとして

毎年会員が減少しています。減少する理由は様々

です。今年度地区では予算３３００人として組ん

で居ります。今年度７月期首の人員はまだわかり

ませんが、ことによると補正予算を考えなければ

ならないかとガバナーは大変心配しております。 

ご承知のように世界同時不況下の現在、増強する

という事は大変なことだと思います。併し景気に

関係ない業種もあるでしょうし、こんな時代こそ

ロータリーの職業奉仕の理念を実践する時だと思

います。 

 一昨日静岡ロータリークラブを訪問いたしまし

たが、前年は８名増員、今年度第一例会に 1名入

会していました。引き続き１００名になるよう増

強するそうです。 

 日本のクラブの平均会員数は４３名（２００７

年）で今は少し変わっているかも知れませんが是

非増強をお願いする次第です。但し、何でも増強

すれば良いわけでもなくロータリーの品格を保て

る様選考しながらお願い申し上げます。 

 

 

鈴木 民雄 ガバナー

補佐事務局長 

 

 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ        望月 晃君     

• 誕生日のお祝いありがとうございます。入会早々

恐縮です。夫婦○才と○才になりました。 
                大長 昭子君 

• 妻の誕生日のお祝いをいただきありがとうござ

いました。これを渡す時に“仲良くしよう”とお

願いします。          大塚 高弘君 
• 島商同期の松葉会長にエールを送ります。目標に

向かってご活躍下さい。 
島田ＲＣ 鈴木 民雄君 

• 今年度幹事を務めさせて頂きます。皆様の絶大な

る御協力をよろしくお願い致します。 
増田 國衛君 

• 初孫（男児）が７月３日に誕生しました。おじい

さんになりました。 
２７７０地区（埼玉南東）のガバナーに大学時代

の同級生大塚君が就任いたしました。よろしくお

願い致します。         村松 英昭君 

スマイル累計額 ６２，０００円 
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■ ク ラ ブ 協 議 会                     

 

会員増強委員会 

委員長 

村松 英昭君 

 

 

我がクラブあげての最重要課題は、会員増強です。

会員一人ひとりの思いが増強につながります。純

増３名を目標に据えます。 

 

クラブ運営委員会 

委員長 

酒向 謙次君 

 

 

毎回の例会についても当番制により全委員が会場

設営、運営、ソング、スマイル等に取り組み楽し

く有意義な例会作りを心掛ける。 

親睦行事についても会員はもとより家族も楽しめ

る様に委員全員参加で行う。 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 

委員長 

大塚 博巳君 

 

 

国際交流・青少年育成を通じた地域貢献、社会貢

献をテーマに、奉仕プロジェクト事業を企画・立

案し活動する。 

 

財団、米山委員会 

委員長 

松葉 義之君 

 

 

財団が地域社会や、国際社会に行って来た成果を

会員に周知させることで、年次寄付、恒久基金寄

付への理解を求める。 

ロータリー米山記念奨学会の事業が、外国人留学

生の国際理解と親善に寄与している事をより深く

理解していただき協力をお願いします。 

ポリオ撲滅完遂に向け、強力な支援活動を進める。 

 

【第９回 冠講座】       －７月７日－ 

若い方にも増えつつある 

「抑うつ病、うつ病」に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／櫻井） 


