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 皆さん、こんにち

は。会長報告をさせ

ていただきます。先

日の日曜日に焼津

南クラブ主催で、弟

５分区の IM が焼津

グランドホテルで行われました。藤枝クラブから

は２２名の登録をさせていただき２１名の出席を

いただきました。ご出席いただきました皆さんに

は厚くお礼申し上げます。 
式典は、「感性でみる危機」をテーマに時間も予

定通り行われました。その後、場所を移して懇親

会へと入りました。広い会場でゆったりとしたテ

ーブル席で落ち着いて楽しませていただきました。

焼津ということで魚は、美味しい鮪、鰹を提供し

ていただき、楽しく過ごさせていただきました。 
さて、話は変わりますが、先週の土曜日の午後

１時２５分頃財布を拾いました。数千円のお金と

免許証、キャッシュカード、鍵等入っている巾着

のような財布でしたけれども、チャックが開いて

いてカード等が散乱している状態でした。電話番

号でもわかれば直接電話しようと思ったのですが、

電話番号が記載されているものが見当たりません

でしたので、やむなく交番に届け出ました。交番

では、拾得した場所等事実関係を簡単に報告すれ

ば直ぐに帰れると思っていたのですが、甘い考え

でした。交番の書類も全て電子化されているよう

でパソコンの前で警察官の手もなかなかスムーズ

に進みません。慣れないことと言い訳をしていま

したが、結果的に１時間以上お付き合いをさせら

れました。今後、拾い物をした時には、若いお巡

りさんのいる交番または本署へ届け出るのが賢明

と勉強させられました。警察というと交通違反、

道路交通法といったイメージが第一に湧きますが、

最近どうなのかなと思うことがあります。通行帯

が指定のない道路では、自転車は車道を走らなけ

ればならないようになったようです。私も毎朝、

旧道を通って会社へ行くのですが、狭い道を自転

車を気にしながら通勤しています。弱者保護の立

場から、歩行者、自転車、自動車となるのでしょ

うが、走っていて危ないなあと思うことがありま

す。街中の歩道、自転車道、車道の整備をしてい

ただきたいと思っています。また、安全という点

で以前から思っていたことですが、車のサイドミ

ラーです。昔の車はボンネットの前の両サイドに

付いていましたが、最近の車はタクシー以外はほ

とんどドアーミラーとなっています。ボンネット

ミラーですと首を振らなくても目線の移動だけで

後ろを確認できますが、ドアーミラーですと首を

振らない限り見えません。安全を重視するのであ

れば間違いなくボンネットミラーだと思うのです

が、何か他の重要な意味付けがあるのでしょうか。

お分かりなる方がいらっしゃいましたらお教えい

ただければ幸いです。あと２週間もしますと学生

は春休みとなります。自転車に乗る子供達、若葉

マークの運転手の増える季節となります。会員の

皆さんには、今まで以上に交通安全に努めてお過

ごし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。 

■ 理 事 会 報 告           池ノ谷 敏正君 
• ３月４月のプログラムが承認されました。 
• 新島会員の後任者について承認されました。 
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• 平会員の後任者について承認されました。 
• 米山記念奨学生・世話クラブとカウンセラーの

引受依頼について継続審議となりました。 
 ワイ・モン・チョーさん（静岡産業大学）の学

部を確認後、審議。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 
• ２６２０地区より、 静岡弟４分区 IM とその

後ガバナー報告が届いております。 
• ２６６０地区より、バギオだより第３５号が届

いております。 
• 社会福祉法人ハルモニアより、平成２４年度「み

んな仲間、集まれ“ウェルフェア塾”事業」に

ついて報告とお礼が届いております。 
 
結婚記念日おめでとうございます！ 

 
 
●小西ご夫妻● 
 
 
 

 
 
●松葉ご夫妻● 

 
 
 
 

■ 出 席 報 告            中森 義次君      

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

31／40 77.50％ 34／40 85.00％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大塚高君 ○竹田君 ○畑君 ○山田君 

 大杉君 落合君 河井君 栗原君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

河井 宏文君（榛南） 

 

■ ビ ジ タ ー                     

加藤 博一君（静岡西） 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ     中森 義次君    

• 母の通夜・葬儀に際し、ご厚情・ご厚志を賜

り誠にありがとうございました。 

藤枝南ＲＣ 村松 章隆君 

• 会員誕生、夫人誕生のお祝い有難う御座いま

した。今年のおみくじは、家内が「大吉」、私

は「吉」。ついに運勢までカカア天下となりま

した。                        青島 克郎君 

• 私と妻の誕生日祝い、ありがとうございしま

た。                        池ノ谷 敏正君 

• 家内へのプレゼントありがとうございます。

今日は早く帰ります！！       池谷 佳典君 

• 妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

今年も仲良くしたいです。      島村 武慶君 

• 労り慰めの言葉が多くなりましたが、金婚式

を目ざして頑張ります。今日はお招き戴きま

してありがとうございます。    小西 啓一君 

• 結婚記念のお祝いありがとうございます。結

婚して３７年もたちました。よく２人ともが

まんしてきました。これからもがんばります。 

松葉 隆夫君 

• 家内の誕生祝重ねて結婚記念祝ありがとうご

ざいました。                江﨑 友次郎君 

• ３月２６日は結婚記念日です。３４回目です。 

村松 英昭君 

• ありがとうございます。多分２５回目です。

先輩方を見習って人生がんばります。 

玉木 潤一郎君 

スマイル累計金額 １７０，７３０円 

■ ロータリーの友紹介      櫻井 龍太君 

 ３月は識字率向上

月間であると共に、

３月１１～１７日は、

ローターアクト週間

です。識字率向上な

ど我々日本人では考

えられないが、Ｐ１４以降に、兵庫県のクラブが
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フィリピンの地区に対して実施した記事がありま

す。 

また、ローターアクトに関する記事がＰ１７～

２８に掲載されております。 

縦書きのＰ１６には、例会回数についての紙上

討論の記事がありますから、是非お読み下さい。 

■ ク ラ ブ 同 好 会 卓 話                                

 

 

●ゴルフ同好会 

池ヶ谷 佳典君 

 

 

○ゴルフ同好会（会長：栗原 毅会員） 

  会費納入者：２２名 

 計画・・・・４回/年 

 ・第１回・・・・平成２４年９月３０日  

         藤枝ゴルフクラブ  

         参加者：１６名 

 ・第２回・・・・平成２４年１１月２４日 

         藤枝ゴルフクラブ 

         参加者：１６名 

         忘年会兼表彰式・・・11 名 

 ・第３回・・・・平成２５年３月９日 

  (予定）   藤枝ゴルフクラブ 

         参加者：１９名 

  ・第４回・・・・平成２５年５月 or６月・・・

開催予定 

   

 

 

 

●写真同好会 

櫻井 龍太君 

 

今年度後半の行事として、下記のとおり「作品

展示会」を計画しました。同好会メンバー以外の

会員も、是非出展を宜しくお願いします。 

 ５月中旬の定例会において、例会場に展示する

予定ですが、詳細は後日改めてお知らせします。 

 

 

●カラオケ同好

会 

玉木 潤一郎君 

 

カラオケ同好会は、夜間例会での催し以来、活動

ができていません。 

世代を超えた同好会活動を企画していきたいと思

います。 

同好会員でなくてもお気軽にご参加いただける企

画にしますので、よろしくお願いします。 

■ ３ 分 間 ス ピ ー チ     中森 義次君        

『思い出して読み返した本』 

学校における体罰やスポーツの指導者の体罰が、

ニュース報道されている中、発端となった大阪の

元高校教師が月曜日に国営放送の単独インタビュ

ーに応えていました。 

同じ日にメルボルンに子連れ留学中の谷口ジョイ

さんが、フェイスブックに山本五十六の言葉をシ

ェアしていました。 

やってみせ、言って聞かせて、させてみて、

誉めてやらねば、人は動かじ 

話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらね

ば、人は育たず 

やっている、姿を感謝で、見守って、信頼せ

ねば、人は実らず 

山本五十六 

名将の名将たる所以かと思われる言葉です。 

日頃、子供の適当ぶりに腹を立て、社員がなかな

か育たないことに愚痴を言い、管理職の理解力の

無さにため息をつく自分を思い、他人ごとではな

いなと思いました。手塩にかけることを忘れてい

るな～ 

手塩にかける！→山本徳次 

たねやグループＣＥＯ山本徳次さんの「たねやの

心」を思い出して読み返しました。 

先人の教えは深い～！です。 

一部ですが紹介させていただきます。 
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商人心得五条 

一に 商人は何事にも「手塩にかける」ことと心

得べきなり 

「手塩にかけし商物の行先は我が娘の嫁ぎ

先覚候こと」と先人の残せし言は今日も色

あせず鮮やかなり 

二に 敬う心こそ商人の心の芯なり 

「商物は己が生命 客様は生命の親と心得

べき」との教えを心にしみ込ませれば感謝

と共に自と敬う心の生まれくるもの 

敬語も丁寧語もこの中から湧き出ずる心一

言葉ならん 

三に 正直にして有難き合掌感謝の心こそが明日

の商ひを呼び寄すなり 

四に 工夫の心 

朝に夕に工夫するの心を忘れねば常に新し

き歩を進め得るものなり 

五に 装ひの心 

装ひの心こまやかにしてゆたかなれば商物

も見世棚も衣装も美し 

それ即ち生活の豊かに美しくなることにし

て客様への礼と覚ふべき心なり 

たねやの心 山本徳次 

文中「末廣正統苑」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／池谷君） 


