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「いよいよ始まるな」という感じで会長報告しま

す。 
ロータリー経験の浅い会員もいますので会長の行

動報告をします。 
４月２７日は第１回目の会長幹事会が静岡ホテル

アソシアで開催されました。石垣ガバナー補佐よ

り各クラブ会長幹事の連絡網の確認、ガバナー補

佐訪問の際のクラブ協議会のあり方等が伝達され

ました。 
４月２９日、藤枝市少年サッカーリーグ戦の開会

式に出席をしました。 
５月１８日、藤枝順心高校インターアクトクラブ

を訪問し活動費の贈呈を行いました。１年生部員

が１名とのことで部員の確保をお願いしました。 
６月１日新旧合同理事会が開催されました。 
６月２４日第２回会長幹事会が島田ＲＣの担当で

開催されました。 
７月１日藤枝南ＲＣ本年度第１回目例会に表敬訪

問しました。 
今年度７月の予定は７月７日北村藤枝市長への表

敬訪問を予定しています。 
７月２３日藤枝市柔道祭開会式に出席します。 
本日は会長挨拶もありますので報告のみとさせて

いただきます。 

■ 理 事 会 報 告             大塚 博巳君 
• ７・８月度プログラムについて承認されました 
• ７月１３日の例会は「石垣ガバナー補佐」の挨

拶訪問です 

• 納涼夜間例会８月１０日 原案通り承認されま

した 
• 理事会 今年度は月末例会日の終了後開催。 
次回７月２７日 

• 年会費について（年会費の半期分、特別会費、

スマイル、米山寄付） 
• 第４９回藤枝市柔道祭 ７月２３日  
参加者 青島会長、大塚幹事、森下奉仕Ｐ委員

長、大塚新世代委員長 
• 社会福祉協議会 年会費３,０００円の支払の件 
• ファイブ・フォー・ワンクラブプログラム 
東日本大震災の復興支援「ガバナー会の提案」 
藤枝クラブは静岡第５分区での活動に参加する 

■ 幹 事 報 告                大塚 博巳君 
• （財）ロータリー米山記念奨学会 2011 年度

上期寄付金のお願いが届いております。 

• 2620 地区 式ガバナーより「東日本大震災復

興支援ご協力のお願い」が届いております。 

• 2620 地区 第 2 回富士山登山隊参加者応募締

め切りのお知らせが届いております。 

 8/6（土） 募集 50 名のところ 70 名参加 

• 2620 地区青少年交換 実施クラブ募集事業 

来年 8 月実施予定です。 

• 2620 地区 地区関係文書の「外部への発信」

に関するお願い文書が届いております。 

山梨新聞への会員からの投稿記事が、さも「地

区事務局の文書」に感じる内容でありました。 
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◎ロータリー財団寄付表彰                 

 

●ベネファクター 

1,000＄寄付 

村松 英昭君 

 

 

■ 出 席 報 告           小西 啓一君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

38／44 86.36％ 34／44 77.27％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○島村君 ○鈴木邦君 落合君 酒井君 

鈴木舜君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

青島 彰君（焼津・藤枝南）  石垣 善康君（焼津） 

大塚 博巳君（焼津・藤枝南）森下 敏顯君（焼津） 

松葉 隆夫君（焼津・藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                   
伴野 正明君（藤枝南） 村松 章隆（藤枝南） 
小山 明良君（藤枝南） 飯田 敏之君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ         小西 啓一君                         
• 前年度はガバナー補佐として、お世話になりま

した。今年度は４０周年実行委員長として引き

続きご協力をお願い致します。    青島 克郎君 

• １年間頑張ります。よろしくお願いします。 

青島 彰君          

• １年間よろしくお願いします。    大塚 博巳君 

• 前年度会計の後藤です。昨年は会員の皆方に大

変なご協力を戴き誠にありがとうございました。

心より感謝申し上げます。          後藤 功君 

• １年間プログラム大変お世話になりました。本

年は出席・スマイル担当よろしくお願いいたし

ます。                          小西 啓一君 

スマイル累計金額 ３７，０００円 

 

 

 

■ 委 員 会 報 告                      
 
ロータリー 
財団委員会 

柳原 寿男君 
 

 

国際親善奨学生について 
2010－11 年度ロータリー財団の集い・山静学友会

総会が、６月２５日（土）静岡ガス研修センターで

開催された。当クラブが推薦し、国際親善奨学生候

補者に選考された谷口ジョイさんと同行、出席しま

した。 
ガバナー挨拶のあと、研究グループ交換（ＧＳＥ）

帰国報告や国際親善奨学生候補者の今後の予定と

心構え等々、充実した内容の会でした。 
 
 
米山記念奨学生 
ダス・プロタープ君

へ奨学金の授与が

ありました。 
 

■ 会 長 挨 拶                             
 
会長 

青島 彰君 
 
 
 
テーマ「４０年の歴史を礎に さらに熱く さら

に高く ロータリーの心」 

本年度第１回目の例会にあたりまして会員の皆

様にご挨拶申し上げます。昨年度石垣善康会長、

酒向謙次幹事の一年間の御努力に対しまして改め

ましてお礼申し上げます。ご苦労様でした。 
本年度藤枝ロータリークラブは創立４０周年を

迎えます。創立以来より先輩諸兄のたゆまない研

鑽と努力の結果が４０年の歴史を築かれたものと

感銘いたします。この歴史の重さを感じながら第



1908-3 

４０代会長として一年間一所懸命務めさせていた

だきます。 
本年度カルヤン・パネルジーＲＩ会長は次のよ

うなテーマを発信されました。 
１）「家族」全ての基本は家族にある。先ず自分の

家族を大切にし、その輪を広げよう。 
２）「継続」我々が今までやってきて良かったこと

は継続しよう。 
３）「変化」社会の変化に応じて我々も良い方向に

変化しよう。 
この３点のテーマを考えますと、まさに藤枝ロー

タリークラブの歩んできた歴史そのものではない

でしょうか。「家族」については夫人同伴の例会は

多数の夫人が参加されます。和気藹々とした雰囲

気のなかで会員の家族に対する愛情を感じるのは

決して私だけではないと思います。また、会員の

結婚記念月にはご夫人方に例会への招待等家族へ

の感謝の気持ちは揺るぎません。 
「継続」「変化」については地域への支援事業とし

て各種スポーツ大会の協賛も数多く行っています。

地域のニーズがある限り継続が使命と思います。

会員が講師となっての静岡産業大学への「冠講座」

も数えること第３クールとなります。社会倫理が

問われるなかで学生を相手に企業倫理のあり方を

講義する会員の見識の高さ、豊富な知識には驚く

べきものがあります。まさに時流に乗った地域奉

仕のあるべき姿と思います。開講当時の酒匂奉仕

プロジェクト委員長の発案による「冠講座」はい

つまでも記憶に残る事業であると思います。酒向

謙次君の退会は大変残念な事であります。 
藤枝ＲＣ本年度の会長テーマは「４０年の歴史

を礎に さらに熱く さらに高く ロータリーの

心」としました。４０年間で培われた奉仕の精神

を熱い気持ちで取り組み行動することこそが藤枝

ＲＣの本来のあるべき姿ではないでしょうか。本

年度も石垣パスト会長の楽しいロータリークラブ

の方針は継承したいと思います。会員同士が友愛

を深めながら高みを目指したいと思います。 
本年度事業のなかで大きなものに創立４０周年記

念例会及び記念事業が予定されています。青島克

郎実行委員長を中心に東日本大震災復興支援を記

念事業として様々な取り組みを検討していただけ

ることとなりました。創立４０周年の式典、記念

事業は会員全員で参加し創り上げ、そして祝いた

いと思います。 
次に重要な課題は会員増強であると考えます。

松葉義之増強委員長には１０％程度の会員増強を

お願いしてあります。社会情勢の先行きの不透明

さが顕著な今、地域奉仕のニーズは益々増える傾

向になることは間違いありません。多様な奉仕ニ

ーズに応えるにはより多くの会員、人材が必要で

はないでしょうか。私達は今、自信を持って新た

な会員を迎えることができると思います。 
各委員会の事業方針はクラブ協議会のなかで担当

委員長より報告をしていただきます。 
本年度はハードなスケジュールとなりますが会員

の皆様そして地域に対して意義のある思い出深い

年度であるよう役員全員一致団結して全てのこと

に取り組みたいと思います。会員の皆様の絶大な

るご協力をお願いし会長挨拶とします。 
■ 幹 事 挨 拶                       
 
幹事 

大塚 博巳君 
 
 
 
2011～2012 年度藤枝クラブの幹事を仰せつかり

ました大塚博巳です。１年間よろしくお願い申し

上げます。 

ご承知の通り、本年は４０周年を迎える年度で

す。この一年はクラブメンバー全員が同じ目標を

持って取り組む年度でございます。４０周年を盛

大にお祝いできますよう、会長、実行委員長のご

指導のもと、会員の皆様と共に活動する所存でご

ざいます。又、会長の方針の一つでクラブ計画書

の内容も充実致しました。ぜひ活用をしていただ

きたいと思います。 

運営目標につきましては 

会長方針に基づき、正・副会長をはじめ、各委員

長・リーダーとの連携を充分に図り、スムースな

クラブ運営に務める。 
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五大奉仕（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、國

際奉仕、新世代）の各委員会と協力し更なる活動

の発展、充実を図る。 

楽しい例会・各種活動を通じて、会員の親睦を深

め、会員同士の絆を強くする。 

以上、会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し

上げます。 

■ 入 会 式                             
 
本日、左より 
新島君、石間君、 
平野君、小泉君が 
入会されました。 
 

氏 名：新島
ニイジマ

 義之
ヨシユキ

 
勤務先：株式会社ロジテムツムラ 
勤務先住所：藤枝市谷稲葉字柳坪 157-1 
役職名：取締役社長室長 
 
氏 名：石間

イ シ マ

 尚
ヒサ

雄
オ

 
勤務先：東海ガス株式会社 
勤務先住所：焼津市塩津 74-3 
役職名：常務取締役 
 
氏 名：平野

ヒ ラ ノ

 純也
ジュンヤ

 
勤務先：平野会計事務所  
勤務先住所：藤枝市天王町 3-8-34 
役職名：所長 
 
氏 名：小泉

コイズミ

 克彦
カツヒコ

 
勤務先：中部電力株式会社 藤枝営業所  
勤務先住所：藤枝市青木 2-17-39 
役職名：所長 

◎ 藤枝南ＲＣ挨拶訪問                

 
藤枝南ＲＣ会長 

伴野 正明君            
 
 
 
 

今年度藤枝南ＲＣ会長を務めます伴野正明と申し

ます。4 年前佐野会長年度に幹事でご挨拶させてい

ただきましたが、とうとう会長になりました。親

クラブですでに、柳原先生が会長の任の先鞭をつ

けておられますので、私もできない訳はないと自

分に叱咤激励しております。親クラブは今年 40 周

年の記念の年です。20 年前藤枝南クラブを作って

いただいた苦労話を聞くにつけ、感謝申し上げま

す。藤枝南クラブ 20 周年記念パーティーは中止に

なりましたが、親クラブの 40 周年記念パーティー

には全員参加で援助させてもらいます。合同例会

もありますので、お互い親睦を図りながらご協力

をお願い致します。 

◎ 冠 講 座        第１０回（７月５日）        
 

漢方薬って何だろ

う？ 

平 和則君 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／河井） 


