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■ 会 長 報 告            大塚 博巳君
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（1）岩堀アシスタントガバナー歓迎 

本日は、第 2620 地区  アシスタントガバナ

ー岩堀英治様、事務局次長 長谷川秀男様

が、年度の「期首挨拶訪問」でお見え頂い

ております。 

  会員一同歓迎いたします。 

また、この一年ご指導賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

（2）藤枝・焼津４クラブ会長幹事会を開催 

  １回・２回の会長幹事会を通して、「隣同志

4 クラブで親睦を図りたい」と盛り上がり、

７月１２日（金）４クラブの会長幹事会を開

催しました。 

岩堀ＡＧ、堀池事務局長、長谷川事務局次

長もご参加頂きました。 

  結果、１１月頃、４クラブ合同例会を焼津Ｒ

Ｃが幹事として開催することになりました。

理事会にて「例会変更」等の協議・審議をい

たしますが、決定の折には皆様方のご協力を

よろしくお願いいたします。 

（3）ロータリークラブの用語について 

   ①エス・エイ・エイ（ＳＡＡ）会場監督 

    クラブ例会その他のロータリーの会合

において、気品と風紀を守り、会合がそ

の使命を発揮できるよう設営・監督する

責任を有する人。 

 ②襟章 

    ロータリアンが、その襟に着用している型

のロータリーの徽章（エンブレム）のこと 

     日本では一般にバッジと呼ばれている。

ロータリアンとその家族以外の使用は禁

じられている。 

 ③会員証  

    所属クラブとロータリアンとしての身を

証明する小型の会員証。 

クラブ幹事が発行する。 

   会員名、所属クラブ名、会費の期限、ク

ラブ幹事と当人の署名 etc 

（4）７月（前半）の歳時記について 

  ①１日は、「山開き、川開き、海開き」シー

ズンの始まりです。 

   山開きは登山シーズンの開始、川開きは夏

の行楽期の始まり、海開きは海水浴の解禁

日を指すようです。 

   しっかりと準備をして事故の無い様、楽し

んで頂くことを願います。 

  ②７日は、「小暑」 二十四節気のひとつ、

夏至の１５日後、太陽暦で７月７日ころで、

そろそろ梅雨明けを迎え、本格的な暑さに

向かう時期と書いてありました。 

本年は、既に例年より早く梅雨明けしまし

た。いよいよ暑い夏、皆さん健康に留意し

ましょう。 

  ③１５日、「盆」は先祖の霊を祀る祖霊祭の

こと。旧暦 7 月 15 日の行事でありました

が、現在は8月15日に行うところが多い。

お盆休みは 8月盆をさす。 

  ④「中元」 中国の暦法に基づくもので、正

月 15 日の上元、10 月 15 日の下元に対し

て、7月 15 日を中元という。もともとは
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年中の折り目を指す祭日であったが今で

は交際上の贈答日や贈答品の意味の使わ

れている。 

  ⑤「海の日」 国民の祝日 海の恩恵に感謝

すると共に、海洋国日本の繁栄を願うと

して、1996 年（平成 8年）に制定された。

当初は 7 月 20 日であったが 2003 年（平

成 15 年）から第 3月曜日になった。 

海の日を初日とする 7日間は「海上安全

週間」とされている。 

■ 幹 事 報 告            森下 敏顯君 

• 島田ＲＣより 
 「脳科学者茂木健一郎氏」講演会のお知らせ

が届いております。 
• ２６２０地区より 
  榛南 RC ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 変更のお知らせが届いて

おります。 
• ２６２０地区より 
 身延ＲＣ事務所変更のお知らせが届いており

ます。 
• 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 
 ハイライトよねやま１６０号が届いており

ます。 

■ 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 

32／43 74.41％ 36／43 83.72％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○池谷君 ○石垣君 ○小林君 ○杉山君 
○鈴木舜君 ○松田君 ○松葉隆君 ○山田君 
○渡辺君 平野君 仲田晃君 
(２)メークアップ者 
櫻井 龍太君(藤枝南)  土屋 富士子君(藤枝南) 

■ スマイルＢＯＸ          河井 宏文君 

• 第 2620 地区 岩堀アシスタントガバナー、長

谷川事務局次長 本日はようこそいらっしゃ

いました。会員一同心より歓迎いたします。 

大塚 博巳君 

 

スマイル累計額  ２２，０００円 

 

 

■ 委 員 会 報 告         森下 敏顯君 

「熱中症対策に 

ついて」 

 

保険担当 

柳原 寿男君 

 

 

熱中症対策とは取りも直さず脱水症対策である。 

つねひごろ水分補給につとめましょう。 

★アシスタントガバナー期首訪問       

 

国際ロータリー 

第 2620 地区 

静岡第 5分区 

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

岩堀 英治様 

 

この度、2013～2014 年度静岡第 5 分区アシスタ

ントガバナーを務めさせていただきます榛南

Ｒ・Ｃの岩堀英治です。 

職業分類は電気工事でＲ・Ｃへの入会が 1988 年

ですから会員歴は 25 年になります。 

クラブ会長は2003～2004年度25周年記念の年に

務めさせて頂きました。2004 年 5 月には大阪で

開催された国際大会にも出席、貴重な体験をして

まいりました。 

一年間よろしくお付き合いをお願い致します。 

ロータリー財団における「未来の夢計画」が 3年

間の準備期間を終了し、いよいよ実施に移ります。

今年度はＲ１に大きな変化が生れます。 

5 月 31 日に開かれました第 4 回ＬＴＭの中で牧

田ＰＧが報告された「2013 年規定審議会」の内

容にも次々とチェンジが起っております。 

2620 地区においてもＲ1 の動きに合わせ志田ガ

バナーが大きく舵をきる事になるでしょう。我々

Ａ・Ｇの役割は志田ＤＧの意向をいち早く各クラ

ブに伝達し、クラブリーダーがスムーズにクラブ

運営を進めるための支援をすることだと思って

おります。計画通りＤＧのアシスタントの役目が

出来るかどうか不安がいっぱいですが各クラブ

の会長・幹事様方と意志の疎通を充分に図りなが

ら頑張って行きたいと思います。 

志田ＤＧが提唱する地区運営テーマの中で特に
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強調されている事がロータリーの中核的価値観、

奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップの

中の多様性です。ロータリーの活動の主体であり

ます会員個人と各クラブが多様性を原点に捉え

しなやかで楽しい事業展開が出来ることを願っ

ております。 

又、2014 年 3 月 2 日にはＩＭの開催を予定して

おります。多数のご参加をお待ちしております。 

大役をお引受し今は反省の連続ですが、ロータリ

ー活動 25 年を振返り皆様と一緒に私のロータリ

ーモメントを確認し、自分探しをするのも良いか

なと思っています。 

皆様のやさしく暖かいご支援とご協力をお願い

しまして就任のご挨拶とさせて頂きます。 

 

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

岩堀 英治様 

 

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

事務局次長 

長谷川 秀男様 

■ 会 員 卓 話                      
 

 

パスト会長 

仲田 廣志君 

 

 

 

皆さん、こんにちは。先月の最終例会で閉会の点

鐘をさせていただいてから早いものであと二日

で一か月となります。会長職として皆さんにお世

話になった一年を振り返ってみて感じることは、

やはり会員の皆さんの友情、思いやりの気持をこ

の一年でより強く感じたということです。務まる

かどうか不安の気持ちでスタートしたところで

すが、皆さんのご協力お力添えにより結果的には

楽しく活動させていただいたというのが実感で

す。会員の皆様には重ねてお礼申し上げます。有

難うございました。さて、七月から大塚年度がス

タートいたしました。社業だけでなく体協副会長

その他団体の要職も兼務されている行動力のあ

る信任の厚い方です。昨年度とは違います。皆さ

ん、今年度は安心して大塚丸に乗って航海してい

ただきたく思います。私もこの一年皆さんからい

ただいたご厚情を忘れずに、藤枝クラブの会員と

して精進させていただく所存ですので、これから

も変わらぬお付き合いをお願いいたしまして御

挨拶とさせていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大杉君） 


