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■ 会 長 報 告                松葉 隆夫君

＜ソング＞ それでこそロータリー

＜ソングリーダー＞ 大長 昭子君
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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

第1841回

 
 １２日、出張に出掛けました。今年一番の寒さ、

それに雨も振り、午後には雪となり非常に寒い日

でした。今年初めての出張ということで張り切っ

て参り、得意先に行き、暮れから正月にかけての

売れ行きについて話したのですが、皆様も御存知

の様に「景気が良くなく売り上げが悪い」が皆様

の口癖になっています。その中で良かったという

店があり、ビックリしました。 

その店は、深川にあり、左側が八幡様、右側が

不動様で参拝客が多く、歩けない位の人出で、店

を開けても入ってくる客はほとんどないのですが、

今年はこのお店の前で“深川めし”を売った所、

相乗効果でお茶の売り上げが３割増であったそう

です。 

弁当とお茶と言うと確かに関連がある様に思いま

すが、リーフなので違うと思うのですが、それが

良かったのかも知れません。 

専門店としてやっていくのは大変な時代“売れ

るものは何でも売る”そんな一つの例かなと思い

ながら話を聞いてきました。 

又、商売には型にはまったものはなく、思った事

をどんどんやるという事が大切なのかなと思い、

これからは発想の転換を行っていくべきだとも思

いました。 

■ 理 事 会 報 告             増田 國衛君 
• １、２月のプログラムが承認されました。 

• 第５分区ＩＭ参加者１６名が決まりました。 

（３月７日島田宮美殿） 

• ２０１１～２０１２年度ガバナーノミニー候補

者は推薦しないという事に決まりました。 

• 「ＲＩ意義ある業績賞」の推薦は行わない事に

決まりました。 

• 望月 晃君、飯塚 秀彦君の２名の退会が承認さ

れました。 

• 藤枝明誠高校全国大会出場賛助金につきまして、

既に１２月に１万円を搬出しており、事後承認

されました。 

• ２００９～１０年度一般会計中間報告が承認さ

れました。 

• 萩原俊一君の入会が承認されました。 

• 次回理事会開催日は２月３日（水）１１時３０

分からと決まりました。 

■ 幹 事 報 告                増田 國衛君 
• ロータリー米山記念奨学会より『２００９年度下期

普通寄付金のお願いと特別寄付金領収書・申告

用領収書』が届いております。 

• 『ザ・ロータリアン誌』が届いております。 

■ 入 会 式                          

本日酒井君が入会さ

れました。 

 

 
氏 名 酒井康行 
会社名 中外製薬工業株式会社 藤枝工場 
所在地 藤枝市高柳２５００番地 
役職名 工場長 
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委員会 クラブ管理運営 
テーブルメイトＣ 

◎ガバナー補佐 地区表彰委員会委員 

嘱託状授与式 

 
 
青島 克郎君 

 
 

■ 出 席 報 告         大長 昭子君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

27／40 67.5％ 32／40 80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ノ谷君 ○後藤君 ○杉山君 ○鈴木勝君 

○春原君 ○竹田君 板倉君 落合君 島村君 

鈴木舜君 仲田晃君 水野君 望月志君 

■ スマイルＢＯＸ             鈴木 廣利君 
• １月１６日で還暦をむかえます。心あらたにこ

れからの人生を過ごしたいと思います。 
村松 英昭君 

• ６３才の誕生日！！愛妻と娘そして愛犬アニー

が祝ってくれました。           石垣 善康君 
• お互いに元気に年を重ねていて感謝の日々です。

クリスマス例会には孫達がお世話になりました。

楽しかったと大喜びでした。ありがとうござい

ました。                       松葉 義之君 
• クリスマス会では孫がお世話になりました。 
妻の誕生祝ありがとう。        小西 啓一君 

• 夫人誕生ありがとうございます。いつもクラブ

から私の変わりにプレゼントをいただきまして

感謝しております。            鈴木 廣利君 
• 結婚記念日のお祝いありがとうございます。毎

年結婚記念日を思い出すのはスマイルのメッセ

ージを書く時だけになりました。 増田 國衛君 
• 結婚３０数年となります。健康第１にこれから

も頑張りたいと思います。   
入会以来初めての皆出席です。ありがとうござ

いました。                     仲田 廣志君 
• 結婚記念日のお祝いありがとう。女性は我妻一

人です。愛しています。         山田 昭雄君 
• 本年も宜しくお願いします。皆出席表彰ありが

とうございました。              松葉 隆夫君 
• 出席表彰ありがとう！！      櫻井 龍太君 

スマイル累計額  ５２３，０００円 

■ クラブ協議会上期報告                      
 

会員増強委員会 

村松 英昭君 

 

 

 

◎今期目標 純増３名をかかげスタートいたしま

した。 

前期１名 石割さんの入会があり 

後期１名 酒井さんの入会があり 

現在２名の増強がなされました。しかし、２名

の会員の方が退会なされた為、純増０名となり

ました。この後期に３名の入会を目指していき

たいと思います。 

 

 

クラブ管理委員会 

酒向 謙次君 

 

 

当会の目的は、会員皆さんが会に出て良かった

と思っていただけるような、会の運営です。開場

の 20 分前から、クラシック音楽を個人的趣味です

が流させていただいています。本日は、ニューイ

アーコンサートに習いまして、ヨハン・シュトラ

ウスの曲を流させて戴きました。 

このような会場の場作りから、ソング、出席、

プログラム、スマイル、クラブ会報など前任から

受け継ぎながら当たり前のことを、少し改良を加

えながら上期計画どおりに運んでいるという状況

です。親睦担当の森下さんの素晴らしいキャラに

恵まれ、多いに皆さんの親睦が深まっているもの
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と思っています。 

プログラムも色々考えており、下期は寒中座禅

例会を企画しており、座禅例会は四季に会わせて

実施いたします。忙中に閑ありと言うことで、一

時でも俗世間を忘れて感性を磨いて戴きたえいと

思っています。また、保健担当の板倉先生には、

年一回の保健講座をして戴きます。クラブ会報に

つきましては、櫻井先生の指導の下きっちり、格

調高く行っております。 

何れにおきましても、藤枝クラブの伝統ある品

格、格調を保って皆さんの満足、親睦が深まりま

すよう下期も頑張ります。 

 

 

 

奉仕プロジェクト 

委員会 

大塚 博巳君 

 

1、 上期報告 
（1） 国際奉仕・・・１１月４日 担当例会（大

塚担当） 
① ＧＳＥ受入 例会にてＧＳＥメンバー

との交流を実施。 
（午前中、焼津信用金庫様・ツムラ静岡

工場様の企業訪問）        
（2） 職業奉仕・・・１０月１４日 担当例会

（青島リーダー担当） 
① 富士山静岡空港視察 ２５名参加 
 （空港管理事務所の武田主幹、大韓航空

の呉次長・渡辺静岡支店長の説明を聞

いた） 
（3） 新世代、インターアクト・・・春原リー

ダー 
① スポーツ大会協賛 各種大会への開・閉

会式へ出席。 
（青少年柔道大会、スポーツ少年団大会、

市長杯Ｊｒユースサッカー大会、藤枝市

少年サッカーリーグ戦） 
② 地区インターアクト年次大会への参加 

8 月 1・2 日 春原リーダー 
③ 地区インターアクト年次大会報告 8

月５日 担当例会 春原リーダー 
④ 地区インターアクト指導者講習会への

参加 １２月６日 春原リーダー 
 
2、 下期計画 
（1） 社会奉仕 

① 環境（eco）をテーマに例会担当 ２月

２４日予定  
② 冠講座 １２回 ４月２０日スタート

の予定 
  講師の選定（過去二年間の経緯を考

慮）・・・会員の皆様のご協力をお願い

します。 
  ※第一回目は飯田ガバナーの確約を頂

いています。 
 

 

ロータリー財団 

松葉 義之君 

 

 

 

＜上期報告＞ 

■７月 ポリオ撲滅資金へ寄付（ＵＳ＄23/人） 

■「２００９～１０年度ロータリー財団セミナー」 

‘０９．７．２５（土）甲府市 常磐ホテル 

 Ｒ財団と財団プログラムについて 
 国際親善奨学生募集について 
 補助金プログラムについて 
 マッチンググラントについて 
 研究グループ（ＧＳＥ）交換について 
 山静学友会とその活動について 
 ポリオプラスの現状 

■「地区大会」 

‘０９．１１．７（県民文化Ｃ アピオ甲府） 

 ロータリー財団寄付表彰 市川大門ＲＣほか 
 米山記念奨学会寄付表彰 浜松ＲＣほか 
◎当クラブも今後の目標に 
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■ＧＳＥ受け入れ協力 

■１２月 米山記念奨学金寄付（¥12,000/人） 

＜下期計画＞ 

■２月３日 財団卓話 山静学友会 中野佐智子様 

（‘０２～０３アメリカカリフォルニア留学） 

■ロータリー財団寄付（ＵＳ＄100/人） 

■ベネファクター達成予定（栗原毅君） 

■ロータリーカード入会歓奨 

■米山記念館訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大長） 


