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移動例会
【心岳寺】

 
１月はロータリー理解推進月間となっています。 

ロータリーをもっと知ろう―ロータリーの知識と

理解を会員に一層深めてもらい、同時にロータリ

ー以外の一般市民にも知ってもらうプログラムを

実施する月間です。 
私事で恐縮ですが、入会して１９年―ある程度

の知識はあったつもりでしたが、この会長報告を

する、夜間例会で挨拶をするなどの機会がきっか

けで改めてロータリーについて調べたり、考える

機会を頂きました。驚いたことは、ロータリーに

ついてほとんど理解していなかったことに驚かさ

れます。何となく例会に出席をして、親睦を暖め

てきたと感じた事でした。でも、会長という職を

与えて頂き、セミナーに参加したり調べる機会が

多くなり知識も増えてきました。又、幸いなこと

は、適宜先輩会員の皆様がアドバイス、ご指導い

ただけたという事です。 
ロータリー以外の一般の方に理解してもらう―

なかなか難しいことですが、機会があるたびに、

ロータリーを話題にしませんか。スポーツ少年団

の開会式や各種団体への出席した時など。宜しく

お願いいたします。 
本日は、鈴木竣光君にご無理をお願いし、移動

例会となっています。会場設営、又出席いただけ

る会員の皆様にはご不自由をおかけしますが、ポ

ールハリスと同じ経験をしているとご理解をいた

だければ幸甚です。 
１０数年前、心岳寺さんでの座禅例会を今もっ

て思い出します。当時、大きな設備投資をした直

後、不況になり将来に対し不安な思いで座禅を組

みました。小雨が降る寒い日でしたが、心静かに

座禅をくみ雨音を聞いているうち、こんな事はた

いした事でない―頑張れば結果は付いてくる。皆

様も、本日の移動例会は長く記憶に残ることと思

います。本日、会場を提供いただいた鈴木瞬光君

に感謝し会長報告といたします。 

■ 幹 事 報 告                酒向 謙次君 
• 財団法人ロータリー米山記念奨学会より、特別寄

附金累計額が規程の表彰額に達したため、当ク

ラブを「米山功労クラブ」として推奨し、感謝状を

贈呈する旨、ご連絡が届いております。 

• ガバナー事務所より、クラブ研修リーダーセミナー

資料に関するご案内が届いております。 

• ガバナー事務所より、１月のニュースレターが届

いております。 

• 社会福祉法人ハルモニア様より、「福祉コミュニテ

ィ講座」「ウェルフェア塾」開催のご案内が届いて

おります。 

• 藤枝市サッカー協会より、12/25、26 に開催され

ました「第 19 回藤枝市長杯争奪ジュニアユース

サッカー大会」の報告が届いております。 

• 藤枝文学舎より、「藤枝文学舎ニュース 75 号」が

届いております。 

• 藤枝市国際友好協会より、「FIFS NEWS」が届い

ております。 

• 藤枝市暴力追放推進協議会より、「暴力追放運

動啓発物品の配布」としてクリアーファイル 20 枚

が届いております。 
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■ 出 席 報 告            竹田 勲君  
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

27／42 64.29％ 36／43 83.72％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○江﨑晴君 ○酒井君 ○鈴木邦君 ○仲田晃君 

○畑君 ○山田君 ○池ノ谷君 ○島村君 

○萩田君 ○落合君 ○杉浦君 ○柳原君 

板倉君 鈴木寿君 水野君 

(２)メークアップ者 

杉山 静一君（焼津南・焼津） 

■ ビ ジ タ ー                             
澤脇 圭司君（島田）     村本 眞也君（島田） 

佐久間 三男君（焼津南） 小山 明良君（藤枝南） 

大林 久人君（静岡日本平） 

■ ク ラ ブ 協 議 会                         
 

会員増強委員会 

森下 敏顯君 
 
 
 
新入会員として承認されている田中裕二君につ

いて今年度下期において入会の予定でありました

が先日、本人より事務局に、今取りかかっている

新事業に忙しく、いましばらく入会時期をずらし

たいとの連絡がありました。近々、訪問して早め

の入会を勧めるつもりです。 
新入会員の勉強会につきましては２月に松葉隆夫

君の方で開催の予定になっておりますので該当さ

れる新入会員、又関係の会員の参加をよろしくお

願いします。 
 
 
クラブ管理運営 

委員会 
大塚 博巳君 

 
 
 

（１）基本方針 

「明るく・楽しく・元気よく」をコンセプトに、

委員全員で取り組んでいます。委員会メンバーの

皆さんがその方針に則り、協力し合って例会等ク

ラブ運営にあたってくれている事に感謝申し上げ

ます。 
（２）事業の報告と計画 

①会場運営 
櫻井リーダーを中心に各役割を担当し運営して

います。下半期においてもチームワークよく運

営してまいります。 
②プログラム 
小西リーダーが２ヶ月先までの例会プログラム

を立案しています。下半期の外部卓話について

知り合いの講師（卓話者）を紹介してください。 
なお、１１月より、石垣会長・酒向幹事の発案

で、月１回程度、例会会場を移動例会としてい

ます。会場を提供してくれていますメンバーに

感謝申し上げます。この移動例会で、メンバー

の事業所を訪問することにより、その企業風土

等を見聞し、参考にして戴けたら、成果があっ

たことになります。 
③親睦 
河井リーダーを中心に委員会で大変張り切って

企画をしています。既に、納涼例会（静岡セン

チュリーホテルでのディナーショー）・クリスマ

ス例会（生バンド演奏）・新年賀詞交歓会（南ク

ラブとの合同例会）で楽しく終了しました。 
下半期は、創立記念日例会・最終例会がありま

す。各々楽しい企画を致しますのでご期待くだ

さい。 
④出席 
竹田リーダーを中心に各例会での報告をしてお

ります。下半期においても、例会でのコミュニ

ケーションを図れる様工夫を致します。又、例

会への出欠席についてのご返事を明確にして戴

くようご協力をお願い致します。（食事代のコス

トを考慮） 
⑤保健 
柳原リーダーより、メンバーの健康維持・増進

の為、保健講座を実施して頂きます。 
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奉仕プロジェクト

委員会 

平 和則君 
 
１．上期報告 

職業奉仕については1872回例会として2010年9

月22日(水)に中部電力浜岡原子力発電所の見学を

実施した。新世代につては第 48 回藤枝市柔道祭  

(2010 年 7 月 25 日開催)、第 45 回藤枝市少年サッ

カーリーグ戦閉会式(2010 年 9 月 20 日開催)など、

当クラブが協賛しているスポーツ大会の開閉会式

へ参加した。また、インターアクトについても地

区インターアクト年次大会(2010 年 7 月開催)への

参加など計画通り実施した。なお、社会奉仕とし

て地区補助金を活用した環境保全活動として「千

本桜プロジェクト」への参画を検討したが、準備

不足などもあり今年度の実施は断念した。 

上期については、予算の執行も併せ概ね計画通り

の実施状況であった。 

  

２．下期計画 

学生、一般聴衆者にロータリーの活動及び職業

紹介を通じてロータリー倫理を伝えることを主旨

として、2011 年 4 月より静岡産業大学冠講座を第

2 クールの 1 年目として開設する。本講座は 90 分

×13 コで本年 7 月に終了する計画で進める。また、

本年５月以降に藤枝市と友好都市の提携をしてい

る韓国揚州市に在る「揚州ロータリークラブ」を

親睦訪問する予定である。なお、本イベントは 2010

～2011 年度に限定した事業として実施する。 

また、来月が世界理解月間であることにちなん

で 2 月の例会で現在、韓国から国際観光交流推進

員として藤枝市産業振興部商業観光課に見えてい

る「ビョン チャンヒ」女史に韓国の伝統・文化

などについてお話をいただく。インターアクトに

ついては今年度最後の行事であるに地区インター

アクト国内研修会(2011 年 3 月 26 日～27 日、神奈

川県厚木市)に参加する予定である。 

下期についても引き続き皆さんのご協力をお願い

したい。 

 
ロータリー財団委員会      柳原 寿男君 

１１月国際親善奨学生、桂川未土里さんをお招

きして卓話をいただいた。下期は引き続き米山関

係の寄付をお願いしたい。 
 

 
 
 


