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皆さん、こんにちは。１１月１８日の２０１２

～２０１３年度の地区大会にご参加いただきまし

た皆さん、絶好の行楽日和の日曜日、早朝より遠

く甲府までお出かけいただき有難うございました。

厚くお礼申し上げます。朝６時から１２時間近く

の長い行程でしたが、裏千家の千玄室さんの講演

が心に響く素晴らしいお話でしたので、参加して

良かったとの印象を持ったところです。今日は、

この後また地区大会報告の時間をいただいていま

すので、詳しくはそこで報告させていただきます。 
さて、今年度の事業として広島平和フォーラム

登録参加を兼ねた１泊２日の会員家族親睦旅行を

計画させていただいたところですが、ガバナーか

ら登録参加は２６２０地区で４０名と制限があり

出来ないとのお話をいただきました。登録参加が

出来ないのであれば遠い広島まではとの思いから、

皆さんにアンケートをとらせていただきました。

皆さんからは、私を含めまして会員１０名、ご婦

人６名の参加のご回答をいただきました。今回の

旅行は、会員家族の親睦が第一と考えています。

出来るだけ大勢の皆さんに参加していただける旅

行としたいと思っています。私としましては、会

員ご婦人３０名以上での親睦旅行にしたいと思っ

ていますので、広島への旅行はキャンセルさせて

いただき近場への旅行に変更させていただくこと

とさせていただきました。広島への参加表明をし

てくださって皆さん、そのお気持ちに感謝いたし

ますと共に心よりお詫び申し上げます。親睦委員

長の鈴木君にも計画の変更等お手数をお掛けしお

詫びいたしますと共に感謝申し上げます。変更さ

せていただく旅行先は、東京を予定させていただ

きます。５月１８日～１９日の土日を使って観劇、

スカイツリー見学等を予定しています。是非、皆

さんにはご婦人と共々、大勢ご参加いただくよう

お願いいたしまして、会長報告とさせていただき

ます。 

■ 幹 事 報 告        副幹事  森下 敏顯君 
• 第２６２０地区より 
２０１２年度ロータリー友情交換プログラム募

集のご案内が届いております。 
• 第２６２０地区より 
静岡南ロータリークラブ事務所移転のお知らせ

が届いております。 
• 社会福祉法人ハルモニアより 
ウェルフェア塾便り大５号が届いております。 

• 藤枝市街道・水道課より 
藤枝市民ホール利用仮受付についてのお知らせ

が届いております。 
• 静岡産業大学より 
静岡産業大学総合研究所創設記念シンポジウム

開催のお知らせが届いております。 
• ロータリーの友事務所より 
ロータリーの友英語版のご案内が届いております。 

■ 出 席 報 告              平 和則君    

本日のホームクラブ 
出席者 前回の補正出席者 

28／39 71.79％ 32／39 82.05％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ノ谷君 ○石割君 ○鈴木邦君 ○鈴木舜君 

○中森君 ○畑君 大杉君 落合君 玉木君 

仲田晃君 柳原君 
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■ 地 区 大 会 報 告              

 
 
会長 仲田 廣志君 
 
 
 
１１月１７～１８日の２日間にわたって甲府で

行われました地区大会のご報告をさせていただき

ます。藤枝クラブからは、登録２１名出席１７名

でした。RI 会長代理歓迎晩餐会に会長、幹事は出

席義務とのことで、私と池ノ谷君は１７日宿泊さ

せていただきました。９時２分の電車に藤枝から

乗り静岡駅で池ノ谷君と合流し、ふじかわ２号で

甲府へと向かいました。会長・幹事・地区委員長

会議は、甲府富士谷ホテルにて１３時点鐘で始ま

りました。ガバナー挨拶、RI 会長代理挨拶、来賓

祝辞等例年通りに進められましたが、今年の新し

い企画として地区内分区・クラブ活動報告が、テ

ロップで流されました。７８クラブの活動報告で

した。藤枝クラブの報告も７０秒ほど紹介されま

した。７８クラブの活動報告でしたが、その中で

もわがクラブの報告の出来栄えは上位だったよう

に感じました。池谷ＩＴ担当リーダーの力による

ものと思います。池谷会員には感謝申し上げます。

この活動報告は、１７日に行われたわけですけれ

ど、１８日の大勢の会員の皆さんが集う日に計画

されたほうが良かったのではないかと感じたとこ

ろです。会議は予定通り終わり５時から RI 会長代

理歓迎晩餐会が開演さりました。２００名程の大

きな宴席で、お料理も山梨の食材を使ったコース

料理を美味しくいただき、ゆったりとした楽しい

ひと時を過ごさせていただきました。 
明けて１８日の本会議には、８時２０分頃から

ホテルの玄関ホールで、前夜甲府入りされ、宿泊

された柳原保健担当リーダーと池ノ谷幹事と私の

３人で、早朝出発された会員諸子の到着を待ちま

した。バスは、ほぼ定刻に着き全員で記念撮影を

した後、会場入りし本会議第１部に出席しました。

会議は、順調に例年と同じように粛々と進められ、

ガバナー推奨賞表彰、記念講演で１部が終わりま

した。表彰は各分区１クラブの表彰でした。第５

分区はわがクラブの「冠講座」が受賞でしたので、

登壇して賞状をいただきました。「冠講座」につき

ましては、昨年「RI 意義ある業績賞」を受賞して

いますが、登壇しての表彰ではなかったのが気に

なるところでした。記念講演は、茶道裏千家前家

元でいらっしゃいます千玄室様の「一碗からのピ

ースフルネスを」の演題で講演をしてくださいま

した。千玄室様は、RI 元理事でもいらっしゃいま

す。大正１２年生まれの８９歳というご高齢にも

かかわらず、お声に力を感じると共にお話の内容

には深く感銘を受けました。一碗のお茶を通じて

平和を実現することを願い、努力を重ねられてい

らっしゃること、ロータリー活動を通じても人間

同士の謙虚な心と思いやりが、人類の真の平和と

幸福を実現できるといったお話を、千利休のお話、

自らの戦争体験等を踏まえながらしてくださいま

した。茶道の精神、ロータリーの精神は、根源的

なところで相通じているものと感じました。今年

度の地区大会は、早く始めて早く終わるというコ

ンセプトのもとに開催されました。懇親会は、１

時間程で中座させていただき２時４０分頃バスに

乗り込み帰途に着きました。３時間程の車中でし

たが、わがクラブには素晴らしいエンターテナー

がいらっしゃるおかげで、笑いの絶えない楽しい

車中であったことをご報告させていだき地区大会

報告とさせていただきます。 
 

 

幹事 池ノ谷敏正君 

森下副幹事代読 
 
 

去る１１月１７日、１８日の両日、山梨県甲府

市甲府冨士屋ホテルと常磐ホテルを会場として開

催された第２６２０地区、地区大会へ出席してき

ました。 

例年ですと、初日の会長・地区委員長会議は会

長のみの出席という事なのですが、本年はガバナ
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ーからのお達しで、会長・幹事全員が出席義務者

とされ、初日からの参加となった次第です。 

まず初日は各種表彰、各委員会・クラブなどの

活動報告がなされ、ガバナーエレクト・ノミニー

の紹介で４時間にわたる会長・幹事、地区委員長

会会議が終了しました。私ども会長幹事、しっか

り４時間参加させていただきました事を改めてご

報告いたします。 

初日の会議で一番印象深かったのは、地区内分

区・クラブ紹介で当クラブ池谷ＩＴ担当がご苦労

なさった当クラブの紹介が会場に流れたときでし

た。分区内７８クラブが全て紹介されたため、ほ

んの１分少々ではありましたが、他クラブとひと

味違うレイアウトで当クラブを紹介していただけ

ておりました。これこそ、２日目の本大会で披露

していただきたかったと思いました。 

夕方からは、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会に出席さ

せていただきました。 

こちらも会長幹事強制出席ということで、まる

で結婚披露宴のような雰囲気の中、役得の山梨県

産食材のフルコースを堪能させていただきました。

ご馳走様でした。 

２日目前半は、ＲＩ会長代理でもある茶道裏千

家大宗匠、千玄室氏記念講演をメインに本会議が

行われ、午後は会場を常磐ホテルへ移して四委員

会報告、大会決議案の審議が粛々と、そしててき

ぱきと行われました。 

早く始めて早く終わる、というガバナーの意向

どおりその後の大懇親会も午後２時から開会、お

酒とともに「ほうとう」「もつカレー」などに舌

鼓を打ちました。今回の懇親会はガバナーが工夫

を凝らしたもので「つながり体感・分区自慢屋台」

と称し、各分区からそれぞれの地域の自慢の食材

を屋台として出店し、ロータリアンに味わっても

らおうという趣向がなされました。「吉田うどん」

「甲府とりもつ煮」から「浜名湖のうなぎ」「富

士宮焼きそば」など、各地域の自慢の品が宴会料

理とは別に会場に並び、それぞれの屋台には長蛇

の列ができていました。ちなみに、我が第５分区

からは「黒はんぺん」と「安倍川もち」「南アル

プスの水」が出品されました。 

今回の地区大会はガバナーがお若いこともあっ

てか、今までの大会とは一味違い、開始時間の早

さはもとよりスライドやスクリーンなどを多用し

た斬新な大会となっていました。また、賛否は別

として会長幹事の強制出席等、大会出席者数を増

やすための工夫もみられたのも今回の大会の特長

ではなかったかと思います。この大会が、今後の

地区大会の運営等にどのような影響を及ぼすのか

も気になるところです。 

最後に、本来ですと幹事は２日目の本会議出席

のためクラブ会員の皆様を引率しつつ一緒に出向

くわけですが、私は出席義務者として初日からの

参加でしたので、私の代わりの処務を森下副幹事

にお願いすることとなり、大変ご苦労をおかけい

たしました。この場をお借りして、御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。また、参加され

た会員皆様におかれましては、山梨で９時半点鐘

というプログラムに間に合うよう早朝よりのご参

加、誠にご苦労さまでした。 

 
 
 
小林 弘君 

 
 

 

 

去る 18 日（日）、甲府で開催された第 2620 地

区 2012－13 年度地区大会に参加致しました。初

めての地区大会でした。1,600 名ものロータリー会

員が集結し、その人数にまず驚きました。この大
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会の設営、運営に尽力された方々のご苦労を察し

ます。 
印象に残った点は幾つかあります。 
裏千家大宗匠で元ＲＩ理事の千玄室様のお話に

は感銘を受けました。自宅に戻って概要を妻に話

しました。妻は茶道の経験があるはずですが、期

待したほど感動した様子がありませんでした。妻

に「私は裏で無くて表なの。」と言われ、まあそう

いうものかと思いましたが、私の説明が至らず自

慢した態度のせいもあったのでしょう。ただ、裏

表の無い？私には両者の違いはわかりませんが。 
次に甲府からの帰りのバスの中で、会員卓話 2

回分位の楽しいお話を伺うことができました。と

いっても出発が朝早かったこともあって、私は半

分くらい眠っていましたので、おそらく私が認識

している倍以上の話題があったのでしょう。その

中で、はっきりと覚えているのは、当社東海ガス

のガス炊飯器をお買い求めいただいた会員の方に、

炊飯器を大変褒めて頂いたことです。ありがとう

ございました。 
2013－14 年度の地区大会は、2 月に静岡で開催

されるようです。私の住居も静岡にあり近いので、

また参加できれば幸と思っています。 
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（担当／池谷君） 


