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■ 会 長 報 告            大塚 博巳君
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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

 

2013～2014 年 新年度として今日よりスター

ト致します。 

会長として微力ではありますが、森下幹事はじめ

役員の皆様のお力をお借りし、一生懸命努める所

存でございます。よろしくお願い申し上げます。 

今日は藤枝南クラブ「早川会長、松浦幹事」が見

えております。 

年度当初の相互挨拶訪問でお見え頂きました。 

会員一同歓迎すると共に、同市内で活動するクラ

ブとしてこの一年、よろしくお願いします。 

尚、早川会長は所用があるとのことですので、先

にご挨拶を頂きます。 

さて本年度初めての会長報告をさせていただ

きます。 

①「鈴木 透」新入会員について 

 年度スタートの第一回目の例会で新しい仲間

の入会を報告できることは大変うれしいこと

であります。 

鈴木会員にはロータリー活動を通して、親睦を

深めて頂きたいと思います。 

②静岡第五分区 会長・幹事会 

 ・１回目は４月２３日にアシスタントガバナー

（旧ガバナー補佐）のクラブ所在地「吉田」

で開催され、各クラブの状況報告をしました。 

・２回目は６月 18 日島田市にて開催され、地

区事業及び日程の確認をしました。 

  アシスタントガバナー（以下ＡＧ）より、本

年のＡＧクラブ協議会・ガバナー公式訪問の

実施方法・留意点について説明がありました。 

③藤枝市サッカー協会の少年サッカーリーグ戦

の開会式が 4 月 27 日に開催されました。 ク

ラブからは、会長・森下幹事・島村新世代委員

長・平野ＩＡリーダーの４名で出席、リーグ戦 

 

の活躍を期待し激励を致しました。 

④クラブが支援する藤枝順心高校のインターア

クトクラブへ、５月 22 日に会長・森下幹事、

島村新世代委員長、平野ＩＡリーダーの４名で

訪問しました。 

部員１７名と大きなクラブになり活気を感じ

ました。また担当の教諭も佐野先生から八木先

生に変わりました。今後の積極的な活動を期待

いたします。 

 

会長予定者として、いくつかの事業に参加し、少

しずつ心の準備もできて今日に至っております。 

今日からが本番！ 一年よろしくお願いいたし

ます。 

■ 理 事 会 報 告          森下 敏顯君 

• ７．８月のプログラムについて承認されました。 
• ７月１７日例会「岩堀英次アシスタントガバナ

ー」挨拶訪問の報告がありました。 
• 納涼例会について承認されました。 

８月２１(水)／18:30～／ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ藤枝 
• 理事会開催について承認されました。 

月末例会日の例会終了後開催。 
• 年会費について報告がありました 

■ 幹 事 報 告            森下 敏顯君 

• ２６２０地区より 
 ７月のロータリーレートのお知らせが届い

ております。 
 １＄＝９９円です。 
• ２６２０地区より 
 ２０１２－２０１３年度ガバナー事務所閉

鎖のお知らせが届いております。 
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■ 入 会 式                            
 

本日、鈴木君が 

入会されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 鈴木
す ず き

 透
とおる

 

勤務先 共和成産株式会社 

勤務先住所 藤枝市泉町 20 番地 

役職名 代表取締役 

■ 出 席 報 告              河井 宏文君                    

本日のホームクラブ 
出席者 前回の補正出席者 

37／43 86.04％ 34／43 79.06％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○久島君 ○仲田廣君 ○山田君 大杉君 
仲田晃君 村松君 
(２)メークアップ者 
松葉 隆夫君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ         河井 宏文君  
• 本日より、会長として一年間お世話になりま

す。40 余年の歴史と伝統を継承できますよ

う微力ではありますが、一生懸命努める所存

でございます。会員のみなさまのご支援・ご

協力をよろしくお願い申し上げます。又、藤

枝南クラブの早川会長、松浦幹事、本日はよ

うこそいらっしゃいました。歓迎いたします。

一年間よろしくお願いいたします。 

大塚 博巳君 
• 今日から１年、幹事がんばります。よろしく

お願いします。       森下 敏顯君 

• クラブ研修リーダーを務めさせていただき

ます。皆様が戸惑わないようにガンバリます。 

松葉 隆夫君 

• 一年間の皆様のご協力に感謝いたします。あ

りがとうございました、年初の例会に欠席で

すいません。（法事のため）  仲田 廣志君 

• 誕生祝い、ありがとうございます。来年の誕

生日が迎えられるように元気に頑張ってい

きます。            畑 昇君 

スマイル累計額  １６，０００円 

■ 南 R C 会 長 挨 拶                

 

早川 清人君 

（藤枝南ＲＣ会長） 

 

松浦 正秋君 

（藤枝南ＲＣ幹事） 

 

■ 会 長 挨 拶        大塚 博巳君   

 2013 年～2014
年の初めての例会

でのご挨拶をさせ

て頂きます。 
先ずもって、昨年

度の仲田前会長、

池ノ谷前幹事そし

て役員の皆様一年お疲れ様でした。クラブ発展

の為、会員の楽しいロータリー活動の為ご尽力

戴きましたことに感謝と敬意を表する次第で

ございます。 
本年ＲＩテーマは「ロータリーを実践し み

んなに豊かな人生を」です。 
ＲＩ ロンＤ・バートン会長は、ロータリーを

真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を日々

活かす決意をすれば、・・・「何よりも、あなた

自身の人生が一番豊かになる」とロータリアン

として進むべき考え方を述べています。 
そして、第 2620 地区志田ガバナー（静岡Ｒ

Ｃ）は各クラブに対して、「ロータリーの多様

性、また中核的価値観についてしっかりと議論

したうえでのクラブ運営を目指す」こと。そし

て「未来の夢計画のスタート」を特筆されてい

ます。 
詳しくは８月のガバナー公式訪問にて、お話し

頂けることと思います。 
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さてクラブとして、本年度は特に大きな事業

（周年・地区主管事業等）はありません。した

がって会員相互の親睦、融和を大切にクラブ運

営をしてまいりたいと考えております。 
その為には、委員会活動が重要になります。各

委員会予算に会議費を計上してありますので

活用して頂くことをお願いいたします。 
委員会事業計画は、 

会員増強委員会について、会員の維持と増強は

クラブにとって大きなテーマであります。本年、

純増 2 名を掲げましたが、本日１名（鈴木会員）

の入会がありました。あと一名という考え方で

なく、私たちはロータリーの存在・意義をアピ

ールするときであります。ぜひ委員会を中心に

会員みなさんのご協力を頂き、“ロータリアン

となる仲間”を一人でも多く増やしましょう。 
クラブ管理運営委員会は例会すべてを担当

して頂きます。したがって忙しく活動して頂き

ますがよろしくお願いいたします。 
特に、入会の浅い会員さんは大勢所属してもら

っています。ぜひ例会の活動を通して「ロータ

リーの目的(旧 ロータリーの綱領」を理解して

頂きたいと思います。 
また、クラブのＨＰについて地区協議会の報告

「広報：ＨＰのあり方」でもお話しましたが、

会員の個人情報という観点を重視し「クラブ会

報はパスワードで開く」ことにして個人情報保

護に努めます。 
奉仕プロジェクト委員会は、当クラブにおけ

る社会奉仕活動の中核事業「冠講座」にて、静

岡産業大学の学生によい影響力を与えること

ができるよう「ロータリーの力」を発揮したい

と思います。 
又「富士山の世界遺産登録」は私達にとっても

明るい話題です。第 2620 地区 社会奉仕委員

会でも“富士山エコトレッキング”の事業を企

画するものと思われます。皆さんにご協力をお

願いすることもあるかもしれませんが、その時

はよろしくお願い致します。 
新世代委員会について、これからの時代を担

う青少年を支援することは大きな意義があり

ます。特に藤枝順心高校インターアクトは１７

名という大勢のクラブになりました。その活動

がさらに大きな輪に発展するようサポートし

たいと思います。 

ロータリー財団委員会は、「ロータリー財団

“未来の夢計画”」が、いよいよスタートです。

当計画は国際ロータリー財団の地区補助金を

運用することとなります。クラブとしては、財

団委員会を中心にクラブ内の委員会と連携し、

補助金を有効に活用する事業計画策定を進め

てまいりたいと思います 
ＲＩ 2013 年規定審議会（３年に一回開催）

が、アメリカ（シカゴ）で 2013 年４月 21～26
日に開催され、第 2620 地区からは牧田パスト

ガバナーが参加されました。 
今回、審議会では１７３件（世界のＲＣから提

出された案件）の立法案が審議され、５９件が

採択されたとのことです。 
・クラブにおける役員、理事会組織の明確化、

出欠席規定の改正 etc、 
・地区協議会が「地区研修・協議会」に名称変

更、 
・五大奉仕部門の新世代奉仕が「青少年奉仕」

に名称変更、 
等々です。 
また、私たちが遵奉してきた「ロータリーの綱

領」の日本語訳は「ロータリーの目的」に改訂

され、その中の「奉仕の理想」は「奉仕の理念」

に、主文にある「有益な事業」は「意義ある事

業」に変更されました。 
以上の内容は、規定審議会の結果をもって改訂

される「2013 年 手続要覧」に掲載されるよ

うです。 
規定審議会の内容は「ＲＩのＨＰ」また「第

2620 地区のＨＰの“規定審議会決定報告

書について”」で、ダウンロードして見る

ことができます。  
一年間、森下幹事、役員の皆さんと一生

懸命努める所存でございます。会員の皆様

方のご支援とご協力を宜しくお願いいた

します。  
※事業計画書の訂正 
クラブ計画書の資料が前後してしまいました

のでお詫びと訂正をいたします。 
奉仕プロジェクト委員会が 30 ページ（現 33
ｐ）新世代委員会 32 ページ（現 30ｐ）、ロ

ータリー財団委員会が 33 ページ（現 32ｐ）

です。 
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■ 幹 事 挨 拶            森下 敏顯君 
 かなり緊張し

て臨んだ第一回

例会もなんとか

無事に終了でき

そうで、ホッとし

ています。先ほど

大塚会長より紹

介がありました、江﨑親睦リーダー企画のお誕生

日の新聞記事のプレゼント、楽しみです。又、石

垣会場監督にはテーブルの上にマナー標語を用

意していただきました。大塚新会長の船出になに

よりのご祝儀でした。ありがとうございます。こ

れから一年皆さんのアイデア、気配りを未熟な幹

事に教えてやってください。会員みんなのこのク

ラブを、会員全員で盛り立てて行く一助になるよ

う、努力します。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大杉君） 


