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地域を育み
大陸をつなぐ

＜ソング＞ 我等の生業

【シクラメン】

レイ・クリンギンスミス

写真提供 : 事務局

＜ソングリーダー＞ 島村 武慶君

■ 会 長 報 告

石垣 善康君

先週は、心岳寺様での例会でした。例会場変更
にもかかわらず多数のご出席を頂き有り難うござ

■ 幹 事 報 告

酒向 謙次君
せき

• 国際ロータリー第 2620 地区ガバナーエレクトの積
これさだ

惟 貞 氏より、エアメールが届いております。

います。ポールハリスが当初、実行した移動例会

1/17 からアメリカ サンディエゴにて国際協議会

を私たちも行っている、ロータリー理解推進月間

が始まりました。本会議にて、カルヤン・バネル

にふさわしい例会だったと思っています。会場を

ジー会長エレクトより国際ロータリーのテーマ

お借りしての例会、今までほとんど記憶にありま

が発表されましたので取り急ぎご報告いたしま

せん。必ずや、記憶に残る例会だったと思ってい

す。テーマは「こころの中を見つめよう 博愛を

ただけることと思います。

広げるために」です。また皆様にお会いできる

私が、今でも思い出す例会は、十数年前、同じ
心岳寺様での座禅例会の事です。当時、大きな設

日を楽しみにしています。
• ガバナー事務所より、インターアクト １泊国内研

備投資をしたあとで、将来に向かって非常に不安

修会のご案内が届いております。当クラブからは、

な毎日でした。こんなとき、座禅でもないあーと

ＩＡ担当リーダーの鈴木勝弘君に参加をお願いし

思いつつ出席し座禅を組みました。当日は雨が降

ました。

っており、座禅を組むうちに、雨の音と、静寂に
包まれ、こんな事はたいした事ないー努力で何と
かなると思えるようになったのを、昨日のように
思い出します。今年度、後数回予定いたしており
ます。何卒ご出席賜りますようお願いいたします。
先日、地元の商店街―商工会議所の活動が話題
になりました。全国的に、地方商店街のシャッタ
ー通り化が進む中、藤枝市も小西さん、江崎さん

■ 出 席 報 告

竹田 勲君

本日のホームクラブ
出席者
31／43

72.09％

前回の補正出席者
27／42

64.29％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○酒井君
○鈴木寿君

○杉山君
○平君

○鈴木勝君
○森下君

○鈴木舜君

の会社が頑張られています。もっともっと、藤枝

江﨑晴君

の商店街が活性化していただかないと、高齢化が

(２)メークアップ者

すすんだ時、近くに購入するところがないといっ

石割 郁子君（静岡南）

た事態にもなりかねません。積極的に地元商店で

■ ビ ジ タ ー

購入するーこのことが、地域を育むことになりひ

縣 博幸君（藤枝南）

鈴木邦君
板倉君

仲田晃君

水野君

いては、私たちの生活にも多いに影響すると思い
ます。地域を育むー地元のお店から購入する。お
願いいたして会長報告といたします。
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■ ス マ イ ル ＢＯＸ

テーマ「新たなる発想をもって」は、６年を経た

• 会員誕生祝。ようやく折り返し地点を通過しま

現在にもつながっていると考えます。今の日本の

した。後半、６ヶ月間よろしくお願いします。

政治や経済の在り方、そして国民一人ひとりの生

石垣 善康君

き方について新たなる発想が心配であり又、その

• 会員誕生祝。ありがとうございます。そろそろ、

年金が気になる年齢になってしまいました。

発想力を育てる仕組みも大事と思います。

◎ロータリーの友紹介

池谷 佳典君
• ６２歳となりました。年に見られない若さでガ

ンバリます。

落合 慎悟君

松葉 義之君

• １月１６日に６１歳を迎えました。村松 英昭君
• 妻の誕生祝いありがとうございました。

小西 啓一君
• 夫人誕生祝。６０代最後の誕生日、孫達と一緒

に家族で祝いをしました。

松葉 義之君

• ここ何年も誕生日のプレゼント等した事はあり

■ 同 好 会 卓 話

ません。いつもロータリーのお世話になりっぱ
なしです。今年も又、そうなりそうです。

玉木 潤一郎君

鈴木 廣利君
• 結婚記念日祝。有難うございます。山田 昭雄君
• ４１回目の結婚記念日お祝いありがとうござい

ます。

後藤 功君

• ３０数回目の記念日です。お祝いありがとうご

ざいます。

仲田 廣志君

• 石垣会長のお力添えを得て、２００４〜０５年

度の会長報告を小冊子にまとめることが出来ま
した。

柳原 寿男君

• 出席表彰ありがとう！！

櫻井 龍太君

• 機会がなくだいぶ遅くなりました。クリスマス

＜ゴルフ同好会＞
・私がゴルフを楽しめるようになったのも、ロ
ータリーの同好会で先輩方から可 愛がって頂
いたお陰です。
・今年も出来るだけ多くの方のご参加を頂き、
コンペを６組程度で開催していきたいと思い
ます。
・ご要望等ございましたら、何なりとお申し付
け下さい。

例会には女房と孫でお世話になりました。
竹田 勲君
• 新年賀詞交歓会で乾杯をさせていただきました。

南クラブに気を遣っていただきました。ありが
とう。２２・２３日は私共夫婦と息子夫婦・二
人の孫で旅行に行って来ました。 松葉 隆夫君
スマイル累計額

５０９，０００円

＜カラオケ同好会＞
・今年は「藤枝ロータリークラブカラオケグラ
ンドチャンピオン」を決められるような活動
をしたいと思います。
・できれば４月の夜間例会を利用させて頂けれ
ばと思い ますので、ご協力お願いします。

『新たなる発想をもって』
第３３代会長

柳原寿男君

２００４〜０５年度会長を務めさせていただきま
した。此の度、その折の会長報告（挨拶）を小冊
子にまとめましたので御笑覧ください。
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櫻井 龍太君

＜写真同好会＞
年度計画での行事予定は、①撮影会②作品展示
③写真に関する勉強会・懇親会の３点ですが、上
半期の実績はありません。下半期に於いては４月
に作品の展示を例会場にて行うことを予定してい
ますからお願い致します。
作品には四ツ切以下（デジタルはＡ４以下）で、
簡単なフレーム及び出展者名等のラベルを準備す
る予定です。

森下 敏顯君
代理 青島 彰君

＜麻雀同好会＞
マアジャン同好会の上期の活動は９月８日に青
木の郵便局本局前のマアジャン荘『フォー遊』に
て夕方６：００より３０分制限の中、東風戦４回
で点数の合計を競いあいました。ベテランの小西
さん、松葉義之さんらの参加の中、普段の例会と
は違う雰囲気で１２名の参加者が８：３０頃まで
楽しくゲームする事ができました。
皆さん、若かりし頃は家族に怒られながら夢中
になってやってた方ばかりでしたが、最近はほと
んどごぶさたで何年、何十年ぶりという方がほと
んどでした。しかし、たまに思わぬ人と卓を囲ん
でワアワア言いながらお皿片手に夕飯食べながら
牌を打つのもいいものでした。
下期も４月頃開催したいと思いますので、遊び
のルールですので多勢の皆さんの参加を希望しま
す。強引にお誘いしますがきっと楽しいですよ。

（担当／島村）
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