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皆さん、こんにち

は。今日、新入会員

をお迎えするとい

う嬉しいご報告を

させていただきま

す。柳原会員からご

紹介いただきました土屋さんという聡明美麗な女

性です。後程、入会式を執り行わせていただきま

す。誠に残念な悲しい出来事もありましたが、こ

れからまた才色兼備なお二人の女性会員と共にロ

ータリー活動できますことに感謝したいと思いま

す。今年度、大塚増強委員長をはじめ会員の皆さ

んの熱意が実り純増３名となりました。 
また、先週島村インターアクト委員長から順心

高校の部員数が１７名との報告がされました。改

めて会員皆さんのロータリーへの強い思い、ご協

力に敬意を表したいと思います。先週の例会後、

新旧合同の理事会が開催されました。 
来週は２０００回記念夜間例会です。２０００

回を記念してお１人２０００円のスマイルをお願

いする事となりました。鈴木親睦委員長が趣向を

凝らして企画してくれています。皆さんには是非

ご夫人同伴でお出かけいただき２０００回の例会

をお楽しみいただくようお願い致しまして会長報

告とさせていただきます。 

■ 理 事 会 報 告           池ノ谷 敏正君 
• ６月、７月のプロログラムが承認されました。 
• ６月１２日２０００回夜間例会のプログラムが

承認されました。 

• ２０１３－２０１４年度の事業計画が承認され

ました。 
• ２０１３－２０１４年度予算案が承認されまし

た。 
• 「緑の遺産」植樹申込みについて、締め切り間

際のため見送りとなりました。 
• ２０００回夜間例会に故石割会員のご息女、石

割規子様招待が承認されました。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 
• ２６２０地区より 
 志太ガバナーエレクトの新年度に向けての挨

拶が届いております。 
• ２６２０地区より 
 ＲＩＤ２８３０緊急のお知らせが届いており

ます。 
ＲＩＤ２８３０のホームページに不正なコン

テンツが挿入された可能性があり、ホームペ

ージにアクセスするとウィルス感染する恐れ

があります。アクセスしないようお知らせが

ありました。 
• ザ・ロータリアン誌６月号が届いております。 

■ 入 会 式                         
 
本日、土屋君が入会

されました 
 
 
 
 
 



     
本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

30／42 71.42％ 32／41 78.04％ 

（１）欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○池谷君 ○河井君 ○小西君 ○菅原君 
○竹田君 ○松葉隆君 ○村松君 ○森下君 
○山田君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ   中森 義次君 

• ちょうど５０才になりました。完全におじさん

の仲間入りです。ありがとうございます。 

島村 武慶君 

• 妻の誕生日祝いありがとうございます。今後も

妻を大切にしていきたいと思っているだけです。              

畑 昇君 

• 結婚記念日にプレゼントを頂き、ありがとうご

ざいました。例年私だけが忘れているのですが、

今年は子供の運動会で妻も忘れていました。お

陰様で、もう１年何とかなりそうです。 

小林 弘君                              

• 本日６月５日は２５回目の結婚記念日です。単

身赴任の身ですので、銀婚式は一人飲みですご

そうと思います。             中森 義次君 

 

スマイル累計金額  １５８，７９０円 

 

 

 

■ ロータリーの友紹介        櫻井 龍太君   
ＲＩ会長のメッセージは「リスボンで平和を考

えよう」との標題で、全世界に呼びかける記事が

あります。 

Ｐ７以降には、６月の親族活動月間に因み、各

クラブ活動報告が発表されて居ります。 

Ｐ１７には、今年４月に開催された、規定審議

会の結果が報告されて居ります。 

タテ書のＰ２には、２７９０地区ＩＭの記念講

演「国境なき平和を考えよう」と題して、軍事評

論家である、岡田俊次氏の記事があります。 

■ テーブルメイトＧ担当卓話                    
 

大塚 博巳君 
 
 
 
 
元気ですか？・・・「元気です！」 今ここにいる

メンバーは答えると思います。 
健康ですか？・・・「健康 ？」 少し考えるので

はないでしょうか。 
それでは、「健康とは？」なんでしょう。 

ある雑誌の記事より： 

有意義な人生を送るのに必要な条件の第一は健

康であることです。  

健康とは病気でないということではありません。  

いつでも、何事にも、立ち向かうことができる

“心身の状態”をいいます 

とありました。 
その「健康」でいるために、スポーツが大切であ

ると思います。 
藤枝市におけるスポーツ振興の一躍を担っている

「ＮＰＯ藤枝市体育協会の役割（通称：体協）」に

ついて卓話いたします。 
私は、当会の渡辺篤司さんと一緒に体協の役員を

やっております。 
現況は、 
藤枝市体育協会は、平成 18 年より「ＮＰＯ藤枝市

体育協会（法人格取得）」として自立しました。    
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氏     名    土屋 富士子 
勤  務  先   （有）土屋油店 
勤務先住所  藤枝市駅前 2-20-28 
役 職 名  　代表取締役社長 

■ 出 席 報 告           中森 義次君 
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従来事務局は藤枝市スポーツ振興課内にありまし

た。平成 18 年に藤枝市民体育館を指定管理者とし

て受託し運営するとともに、事務局を設置し、藤

枝市スポーツ振興課と強調しスポーツ振興のため

の活動をしています。 
平成 24 年の登録状況は 
加盟数：25 競技団体  登録人数：15,309 名（サ

ッカー2501 名、バレーボール 1613 名、ソフトボ

ール 1597 名、野球 1319 名、テニス 1245 名 etc）
となっています。 
活動は 
各競技団体との連絡調整 
藤枝市民体育館・武道館を利用してスポーツ教室

の実施（年間3期、夏季特別教室等）、50教室 4000
余名参加、若い主婦層を対象に託児（一時預かり）

もやっています。 
また、藤枝市スポーツ少年団の概況は 
11 競技に、71 団、団員数 1856 名登録しています。

（ただしＨ23 年から▽2 団体減、▽100 名減、 
と、少子化の影響を余儀なされている現状です。） 
団員は、日本スポーツ少年団「団員綱領」に基づ

き活動していますが、開、閉会式等で子供たちが

はつらつとやっている姿を見かけると「将来への

頼もしさ」を感じることがあります。 
スポーツ少年団では毎年「表彰」も実施し、各単

位団において活躍した大勢の団員・単位団が表彰

されています。 
この時期は「一つのことに一生懸命取り組む」、ま

た「仲間と一緒に、目標に向け頑張る」ことが 
大切であります。ぜひ子供達、孫たちの活躍を見

守ってやっていただきたいと思います。 
「総合型地域スポーツクラブ」のお話もあります

が、別の機会にお話しさせていただきます。   
健康と地域のコミュニケーションづくりのため、

スポーツの果たす役割が大きいので、今後も 
ＮＰＯ法人藤枝市体育協会としても頑張ってまい

ります。 
 
 
 

◎ 冠 講 座                               

第９回講師                小泉 克彦君 

「電力の安定供給への取り組み」 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大塚高君） 


