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地域を育み
大陸をつなぐ

＜ソング＞ それでこそロータリー

レイ・クリンギンスミス

＜ソングリーダー＞ 河井宏文君

■ 会 長 報 告

石垣 善康君

本日は、平君のご尽力、株式会社ツムラ様の

【コスモス】
写真提供 : 櫻井 龍太君

で種まきー生育―刈り取りを行い、皆で食
した。

ご好意で会場を変更しての例会です。発端は、

今一度、ロータリーの原点に戻り未来を考えて

小杉苑様の値上げ分を日ごろの経費の削減でカ

頂きたい。

バーしようと、酒向幹事の発案で決まりました。
12 月は中部電力様をお借りする予定です。

ＲＩ会長代理、姫路ロータリークラブ

安平

和彦様、挨拶の要旨

ロータリーの活動がスタートした時、ポール

ロータリーは人間を創り、友情を創造する団体

ハリス達は当初、例会場をきめておらず、会員

である。20 歳であろうが 80 歳であろうが、学

の自宅―会社で持ち回りで開催していました。

ぶ事―働く事をやめてしまったら、一気に老け

図らずも私達もロータリー創設時の体験をする老

人になってしまう。何時までも若さを保つには、

こととなったわけです。この例会を持ち回りで、

学ぶ事―働く事＝ロータリー活動を行うこと。

輪番で行うという事にちなんでクラブの名称を

ロータリーに縁あって入会されたので、とっぷ

ロータリーとしたわけです。これからも何回か

りとロータリー世界につかって欲しい。

移動例会を行いますが、会場をお間違えないよ

次に歴代のＲＩ会長の言葉を引用されました。

う、又、少しでも多くの会員のご出席をお願い

ロータリーのリーダーシップについて。

いたします。

会員はそれぞれの職業分野において、高い地位

11 月 13 日 14 日は、２６２０地区 地区大会

と名誉と自尊心を持っている。そのような会員

が浜松にて開催されました。会長報告と地区大

にたいしてはロータリー活動を行っていくうえ

会報告をまとめてご報告いたします。

で、リーダーとしての理想と戦略がある。

13 日、会長部会に出席いたしました。中山ガ

１、ロータリーは任意の団体であるが上に、会

バナーの挨拶の要旨は

員に対し何々をやりなさいと命令は極力

１、2012 年―13 年度のＲＩ会長に埼玉、八潮

避けるべきである。

ＲＣ田中作次様が 30 年ぶりに、日本人とし
て選ばれ誇りに思います。

２、会員勧誘にあたり、勧誘に走るあまり、会
員としての資質をさげてはいけない。

２、8 月 8 日、富士山つながりの日と決め山頂

３、仕事を犠牲にしてまでロータリー活動、奉

で、川勝知事参加のもと手にてつないで

仕活動を行う必要があるのか＝人間として

を合唱した

成長できるのであればその価値はあるので

３、ガバナー訪問でのあるクラブの紹介があっ
た。網代多賀ＲＣは 7 名の会員であるが、
地域の小学校に古米を配布、小学生と共同

はないか。ロータリーをとおして人間とし
て成長している。
これからも、日々反省しながら成長をお願いし
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たい。

ストクラブとして、浜松グランドホテルにて開

14 日の本大会については、酒向幹事に報告を
お願いしています。又、2 日間の模様は、櫻井
君が写真をとって頂きましたので、概況ととも
に会報に掲載いたします。

催されました。全登録者＝1,725 名。藤枝ロータ
リークラブより 1８名が出席いたしました。
13 日は、地区委員会及び会長部会が開かれ、
青島ガバナー補佐、石垣会長が出席。その後、

■ 幹 事 報 告

酒向 謙次君

• 藤枝南ＲＣよりチャリティボウリング大会のご

案内が届いております。
• （財）ロータリー米山記念奨学会より「ハイラ

イトよねやま１２９号」が届いております。
• 静岡北ＲＣ創立２０周年記念誌が届いておりま

ＲＩ会長代理歓晩餐会が開かれ、シャンパンー
白ワイン−赤ワインでの華麗なディナーでした。
14 日は登録者参加の本大会です。各委員会報
告、審議、決議のあと、静岡県知事の講演が開
かれました。8 月 8 日のロータリー2620 地区富
士山登山の様子を主にユーモア溢れる話でした。
その後、各表彰に移り、藤枝ロータリークラブ

す。

は 2009 年 10 年度会員増強の表彰の栄を受ける

■ 出 席 報 告

竹田

本日のホームクラブ
出席者
26／42

勲君

前回の補正出席者

事ができ大いに感激をいたしました。
本大会終了後、大懇親会が開催―うなぎ、餃
子などを賞味、友好を深め無事終了いたしまし

61.90％

36／43

83.72％

た。
幹事 酒向 謙次君

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○石割君

○江﨑晴君

○鈴木勝君

○鈴木邦君

○松葉隆君

○渡辺君

仲田晃君

水野君

○落合君

○杉浦君

２０１０．１１/１３．１４にグランドホテル浜

○畑君

松にて開催されました地区大会の２日目に１８名

○玉木君

板倉君

柳原君

鈴木舜君

山田君

で出席いたしました。幹事として参加しました報
告をさせて頂きます。
自分の中に今回ほどロータリー活動が重要だなー

■ ビ ジ タ ー
伊藤 一成君（島田）

小原 昇君（焼津）

藪崎 二三男君（焼津）

稲葉 俊英君（藤枝南）

桑原 茂君（藤枝南）

漆畑 雄一郎君（藤枝南）

と思ったことは、ありませんでした。
皆さんもおそらく同じ気持ちなんだろうと、勝手
に思っております。一昨年のリーマンショック以
来、混迷を続ける世界経済です。日本経済は、２
０年来バブル崩壊後、混迷をし続けています。デ

平君

ご挨拶

フレに加え、円高と成長著しい未成熟な東アジア
国家を取りこまないと発展できないというジレン
マ？

私見ですが、明治以降１５０年先進国家を

追いつけ、追い越せと突き進んできた日本が、い
まや欧米諸国から学ぶものは、無くなったと考え

■ 地 区 大 会 報 告

ていい。この２０年の苦しみは、恐らく物質的欲
求から精神的欲求への転換だったんではないかと

会長
石垣 善康君

思えて仕方が無い。そういう意味で、ロータリー
活動の意味論が、自分の中で大きく影響している
とのかなーと思っています。ロータリーの「サー
ビスの理念」の歴史的変遷を眺めながら、皆さん
とともにロータリー活動の重要性を考えて見たい

11 月 13 日 14 日浜松南ロータリークラブをホ

です。
1879‑2

設立当初は、
「親睦と仲間内の互恵取引のための典
型的な社交クラブ」であった。しかし、ここから
脱却し「取引をするにあたって、自己の利益ばか
りに執着するのではなく、相手側や取引の関係者、
その他一般の人々のためになるように考えて取引
する者が、取引に成功する」また「クラブの仲間
だけの利益を図る取引ではだめで、社会一般の人
の利益となるような取引でなければならない」な
どの考え方、「超我の思想」にいたっているのは、
ある意味で、物質的欲求から精神的欲求への展開
に思えます。これは、
「倫理的な高さ、高潔性」こ
そが、継続性、安定的なものへの考え方だといえ
ます。こんなことを考えながら、地区大会に出席
をしてまいりました。

■地区大会■

（担当／河井君）
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