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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＞ 竹田 勲君

■ 会 長 報 告

【さくら草】
写真提供 : 事務局

石垣 善康君

が情報としてご報告いたします。まず広告業界で

3 月 11 日 14 時 45 分、東日本大震災が発生しま

すが、ご承知かどうか、TV にコマーシャルがほと

した。被災された国民の皆様、ロータリアンの皆

んど見られませんでした。

様に心よりお見舞いを申したいと思います。私は

又、新聞も紙面が少なくなり広告もほとんど見ら

外出中で、まったく感じませんでした。たまたま、

れませんでした。これからも、催事―広告がキャ

広報藤枝の案内放送で知り、帰宅し TV を見、東京

ンセルが多く、私たちの身近なところでも大きな

の騒乱を見て娘に電話しましたが通じず、メール

影響が出てきています。くれぐれもおきおつけく

でやり取りをいたしました。幸い、怪我もなく、

ださい。

そのまま歩いて明るいうちに帰宅できたのは幸い

■ 幹 事 報 告

でした。TV を見ながら、皆様と同じ思いを持って
いました。現地にはいりお役に立ちたい、救援活
動をしたいと強く思いましたが、何も出来ません。
同じように、友人で阪神淡路大震災のとき、いち
早く現地に行きボランティア活動を一週間ほど行
った者も今回は、交通も途切れているしどうして
貢献したら良いかわからないといった意見もあり
ます。
しかしながら、いち早く献血活動にはいったり、
また節電を呼びかけるメールを発信したり、今出
来る活動がスタートしています。静岡の青葉公園
沿いにある献血ルームでは、月曜日に献血希望者
が多くおとずれ午後の受付は、出来なかったとの
事でした。さすがに日本人と感じたところです。
私たちも出来ることを実行したいと思います。早
速、2620 地区より義捐金のお願いが、いち早く月
曜日にメールで参りました。幹事と相談のうえ、
とりあえず今週と来週の例会で募金の受付を行い
たいと思います。ぜひご協力をお願い申し上げま

酒向 謙次君

• ガバナー事務所より、「東日本大震災地区に対す

る義援金について」お知らせが届いております。
今後、義援金の集まり具合、その他諸般の事情
の変化によっては更なる追加義援をお願いする
ケースもあるかと存知ますので、あらかじめご了承
くださいとのことです。
• ガバナー事務所より、「国際ロータリー会員増強

推進計画の表彰について」のご案内が届いてお
ります。
• ガバナー事務所より 15 日午後 10 時 31 分ごろ発

生した 静岡県東部地震の災害状況の確認がき
ております。被害がありました会員は、ガバナー
事務所に報告ください。
• 法人独事業「福祉コミュニティ講座」実施報告書

が、社会福祉法人ハルモニア様より届いておりま
す。
• 平成 22 年度静岡県委託事業「みんな仲間 集ま

れウェルフェア塾」報告書がハルモニア様より届
いております。

す。
こんなときビジネスの話どころでは、と思います
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■ 出 席 報 告

竹田 勲君

本日のホームクラブ
出席者
30／42

前回の補正出席者

71.43％

34／41

82.93％

◎ P E T S 報 告
次年度会長予定者
青島 彰君

(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

○鈴木廣君

○畑君

○鈴木邦君

○鈴木寿君

板倉君 落合君 酒井君

鈴木舜君 仲田晃君 水野君

３月１３日（日）
PETS が開催され、大塚博巳君と参加しました。
千年に一度といわれる東北巨大地震が発生した直

(２)メークアップ者

後の日程であったため開催が心配されましたが予

鈴木 廣利君（静岡）

定通りの開催となりました。冒頭の被災者への黙

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ

竹田 勲君

祷に始まり役員紹介、中山ガバナー、積ガバナー

• 会員誕生、夫人誕生のお祝い有り難う御座いま

エレクトの挨拶がありセミナーへと進みました。

した。まだまだそんな歳だと思ってないのに、

積ガバナーエレクトから国際協議会にてカルヤ

夫人共に病院に行くと「加齢」という診断が多

ン・バネルジーRI 会長は次年度テーマ「こころの

くなりました。

中を見つめよう

３月６日の静岡第５分区 IM は村松実行委員長

うに語っていたとのことです。

博愛を広げるために」と次のよ

はじめ各部会長様、委員の皆様、そして全ての

まず自分自身を見つめ直すこと、深く自己を省

会員の皆様の全面的なご協力により素晴らしい

みることによって人類が皆、同じ夢、同じ希望、

IM を執り行う事が出来ました。ご来賓の皆様か

同じ願望、同じ問題を分かち合っていることを気

らもご好評を頂き大変有り難く感謝申し上げま

づき。人に何かを与えようとするならまず自分自

す。藤枝 RC の結束力を目の当たりにして大変

身にそれを与えてからにするべきだ。自ら抱く望

幸せに感じます。

みを理解しないで、人々の望みは理解出来ないか

青島 克郎君

• 妻へのプレゼントありがとうございます。今日

は大きな顔で帰りたいと思います。池谷 佳典君
• 家内の誕生日にお祝い品をお届け下さいまして

らだ。バネルジーRI 会長はロータリークラブの信
条、本質を改めて見つめ直そうと私たちに問いか
けています。年度の強調事項は「家族」、「継続」、

有難うございました。

「変化」を挙げています。自己の全ての基盤は家

いつの間にか５６年目の結婚記念日を迎えるこ

族にあり最も重要である。第二にロータリーが今

とが出来ました。お祝いありがとうございまし

までの全ての人々のために、さらに喜びのある世

た。

界を築いてゆこう」と結論づけたとのことです。

江﨑 友次郎君

• 第４７回の結婚記念日を前日１５日に迎える事

が出来ました。山あり谷ありでした。
小西 啓一君
• 結婚記念日祝、ありがとうございます。今年も

又、思い出しました。
スマイル累計額

玉木 潤一郎君
５４１，０００円

積ガバナーエレクトは中山ガバナーがテーマとす
る「不易流行」いつまでも変化しない本質的な物
を忘れない中にも、新しく変化を重ねているもの
を取り入れていくこと。が次年度についても目標
テーマであると話されました。休憩をはさんでの
分区会議では先頃開催された IM が今までになく
素晴らしい IM であったと皆さんから賞賛されま
した。青島克郎ガバナー補佐、村松英昭 IM 実行
委員長のもと全員で取り組んだ結果、このような
感謝の言葉をいただき非常にうれしく感激しまし
た。あらためてお二人に拍手を送りたいと思いま
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す。
RI 会長、積ガバナーエレクトの話された目標は

（3）2011〜2012 年度会員負担金（案）
・・・・・

藤枝ロータリークラブが過去に取り組んできた活

〃

の地区目標（案）
・・・・・

動そのものではないでしょうか。あらためて藤枝
ロータリークラブの会員のすごさを感じました。
藤枝ロータリークラブは来年創立４０周年を迎え
ます。４０年間の歴史の重みをしっかりと受け止
め、今までに培った奉仕の心をより高め、友愛を
深め、２０１１−１２年度を充実した１年間であ
る様に大塚博巳君とのコンビで一生懸命努力した
いと思います。皆様の絶大なるご協力をお願いし
まして PETS の報告とします。

次年度幹事予定者
大塚 博巳君

1、 日時

２０１１年３月１３日（日）

2、 会場

沼津東急ホテル

12：30

3、 セミナー
（1）中山正邦ガバナー挨拶
①ロータリーの第２世紀に向けて、ロー
タリアン一人ひとりの力を結集し、ク
ラブの魅力向上に向け、ロータリーの
認知度を上げ、地域の和を広げ広げる
ことが出来れば明るい未来が広がる。
全ての基本はロータリアンとクラブ。
なかでも会長はクラブの柱です。
（2）牧田静二パストガバナー

4、 感想
いよいよ「2011〜2012 年度が始まる」という
実感です。
今後、青島彰会長予定者のご指導のもと、来期
に向けた事業計画作成等具体的な作業に入り
ます。会員諸兄のご支援ご協力をよろしくお願
い致します。

・新年度が始まるまでにＲＩの定
款、細則、そしてクラブの定款、
細則をよく読んで欲しい。
「不安
は解消されるはず。」

（担当／萩田）
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