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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

 

①藤枝市民会館リ

ニューアルオー

プン記念式典が、

10 月 1 日（火）

10 時から市民会

館にて開催され

ました。 

 当クラブへも案内頂きましたので参加しまし

た。 

 今回は「耐震補強」のほかに、施設の特徴は、

１階の広いエントランス（入口）となり、ホー

ルは 711 席と従来より減りましたが、一席は広

くなりゆったりと座れます。 

 ２階には広い会議室も新設されました。 

 

②先週の例会で、桜井会員より「ロータリークラ

ブとライオンズクラブ」について卓話を頂きま

した。 

資料を再度読み返してみると・・・４０年余

という歴史をもつ当クラブは、先輩諸氏が資

料の文面にあるとおり「ロータリアンとして

ふさわしい・・・」活動をとおして“ロータ

リーとしての品格”を継承してきて頂きまし

た。 

当クラブも若い会員が増えてきました。今一度

「ロータリーとしての楽しさ」について、方向

性を間違えることのないよう、４０年の歴史

（重み）を認識し、研鑽してまいりたいと思い

ます。 

先輩の皆様には、今後ともご指導を頂きますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 

③4ＲＣ合同例会（藤枝・焼津）の件 

   

9/26 に 4ＲＣ会長幹事会がありました。 

合同例会は、11 月 21 日（木）18：30 焼津グ

ランドホテル  

会費 7,000 円（会員負担 3,000 円） 

 

④次週（10/9）の例会は、早朝例会 ＡＭ6：30 

蓮花寺池公園です。 

間違いの無いようお願いいたします。 

 

ニュースによりますと、平成 26 年 4 月より、消

費税率8％に引き上げが閣議決定したとのことで

す。“経済再生と財政健全化の両立“とのことで

すが、国民が満足を肌で感じる景況感に繋げても

らいたいとおもいます。 

私事ですが、藤枝市高田出身の岡村和彦さん（46

歳）が能楽の世界に入り活動しています。具合的

には「狂言師」です。日本の伝統芸能という文化

を継承することは素晴らしく、葉梨地区を中心に

「藤枝市に伝統芸能を普及する会、狂言師岡村和

彦後援会」を発足しました。 

その公演会が 11 月 16 日（土） 13：30 藤枝市

生涯学習センターで開催されます。興味ある方は

是非ご覧ください。申し込みは大塚まで・・・。 

■ 理 事 会 報 告          森下 敏顯君 

• １０月、１１月のプログラムが承認されました。 
１１月２０日（水）例会を４クラブ合同例会に

振替。 
焼津・焼津南・藤枝・藤枝南４クラブ合同例会 

１１月２１日（木） 
焼津グランドホテル／１８：３０開会 
参加費１人／7,000 円 

（参加者の方には１人 3,000 円の個人負担

をお願いします。） 
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• 公益財団本陣ロータリー米山記念奨学会より 

 2012 年度決算報告と豆辞典が届いております 

• 藤枝剣道連盟より 

藤枝ロータリー旗争奪少年親善大会の報告と

お礼文が届いております。 

• 事務局のパソコンディプレイが故障しました

ので、パソコンを買い替えることとなりました。 

 前回のコピー機の入替は藤枝事務器担当でし

たので、今回は島村謄文堂にお願いします。 

■ 出 席 報 告              久島 正史君                    
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

34／43 79.07％ 36／43 83.72％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○河井君 ○菅原君 ○鈴木舜君 

○山田君 大杉君 落合君 島村君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

河井 宏文君（静岡）  松田 真彦君（静岡） 

間野 日出男君（静岡） 

 
 

結婚記念日  

おめでとう   

ございます 

＜松田ご夫妻＞ 

 

 

 

■ スマイルＢＯＸ          久島 正史君 

• 新しい目標が出来ました。東京オリンピック

を元気で観戦出来る事が楽しみです。 

松葉 義之君 

• お祝いありがとうございます。１０月５日か

ら制度上高齢者の扱いとなります。何か複雑

な心境です。                仲田 廣志君 

• ４９才です。４０代最後の１年、まじめにす

ごします。                 玉木 潤一郎君 

• 結婚記念日のお祝ありがとう。５４回目か

な？                        櫻井 龍太君 

• 妻のバースデーありかどうございます。「還

暦」です。本人も健康に留意しはじめました。 

大塚 博巳君 

• 私の知人が能楽(狂言師)の世界に入りまし

た。藤枝市高田出身の岡村和彦氏(46 才)で

す。１１月１６日(土)１３：３０より藤枝生

涯学習センターにて公演いたします。興味の

ある方は大塚までお申し付け下さい。 

大塚 博巳君 

• １０月４日、５日、６日と藤枝大祭りです。

白子地区の祭典委員長をつとめます。旧藤枝

町へお出かけ下さい。         村松 英昭君 

• ９月２９日、私が作っておりますボウリング

大会が成功に終わりました。人々の助けによ

り無事終わりＮＩＫＯＮＩＫＯに報告させ

て戴きます。              土屋 富士子君 

 

スマイル累計金額   ７８，０００円  

 

 
お誕生日 

おめでとうございます！ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 クリスマス家族夜間例会について承認されま
した。 
１２月１８日（水） 
小杉苑／１８：３０開会 

 スポーツ交流拠点整備賛同団体として協力す
ることが承認されました。 

 緑の募金への協力について、否決されました。 

■ 幹 事 報 告            森下 敏顯君
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■ ロータリーの友紹介       小西 啓一君 

 

 

 

 

 

 

 

【10 月号】 

9 月号関連紹介 

縦組み 10 頁 

脳梗塞！まひの残る人と完治する人？ 

2013 年 5 月 22 日放送 NHK ためしてガッテン  
番組の題名 「脳梗塞でもう死なないぞ！ 

極めつき！スーパー発見術」 
国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ副委員長 峰松一夫 
正常性バイアス 
国立病院機構 鹿児島医療センター 
記事の TIME について 
遅くとも３時間以内に治療を開始する必要

あり、その為には２時間以内に来院の必要性

あり。到着が５分遅れれば治療出来る可能性

が５％減る。 
10 月のテーマ 職業奉仕月間 米山月間 

横組み 8-13 頁 

会員の考える職業奉仕 19 名の会員の投稿 

4 名の方々が「四つのテスト」を掲げている。 
15-19 頁  

よねやまについて 

20-31 頁 

Ｒ１指定記事 ｼﾄﾞﾆｰの魅力と観光について 

2014 年度国際ロータリー年次大会 6月 1日

から 4日に開催 

32-35 頁 

東日本大震災の支援記事 

縦組み 32-34 頁にも東日本大震災記事 

縦組み 4-8 頁 

絶えたるを継ぎ廃れたるを興す。 

6 頁中段 韓国で日本は戦後、戦争を放棄しま

した。その時一緒に愛国心も捨てました。 

6 頁下段 台湾で感謝の念は日本が統治して

いた時に根づく日本とアメリカの教育の違

い。 

 

13-21 頁 

友愛の広場 卓話の泉 

15 頁  君子過ちては改むるに憚ることなかれ 

孔子 

綱領  第１奉仕の機会として知り合いを広め

ること 

目的  第１知り合いを広めることによって奉

仕の機会とすること 

論語  学而編   孔子 

過則勿憚改  

過ちては則ち改めるに憚ること勿れ 

過った場合は改めるのに躊躇してはならぬ 

■ 委 員 会 報 告                 

 

奉仕プロジェクト 

委員会 

 畑 昇君 

 

 

 

10 月は職業奉仕・米山月間の月です。今日は、

奉仕プロジェクト委員会からの卓話をさせてい

ただきます。 

家に帰って、2013 年から 2014 年度、藤枝ロータ

リークラブのクラブ計画書を開いてみたら、奉仕

に関する事が記載されておりましたので、関連内

容を読んでみました。 

第4条 綱領 

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として

奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の

各項を鼓吹、育成することにある。 

第1 奉仕の機会として知り合いを広めること。 

第2 事業および専門職務の道徳的水準を高め

ること。あらゆる有用な業務は尊重される

べきであるという認識を深めること。そし

てロータリアン各自が業務を通じて社会

に奉仕するために、その業務を品位あらし

めること。 

第3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事

業生活および社会生活に常に奉仕の理想

を適用すること。 

第4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に

携わる人の世界的親交によって、国際間の

理解と親善と平和を推進すること。 
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第 5条 五大奉仕部門 

 ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリーク

ラブの活動の哲学的および実際的な基準であ

る。 

1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラ

ブの機能を充実させるために、クラブ内で会

員が取るべき行動に関わるものである。 

2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ

び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業

務はすべて尊重されるべきであるという認

識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の

理想を生かしていくという目的を持つもの

である。会員の役割には、ロータリーの理念

に従って自分自身を律し、事業を行うことが

含まれる。 

3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの

所在地域または行政区域内に居住する人々

の生活の質を高めるために、時には他と協力

しながら、会員が行うさまざまな取り組みか

ら成るものである。 

4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物など

を読むことや通信を通じて、さらには、他国

の人々を助けることを目的としたクラブの

あらゆる活動やプロジェクトに協力する事

を通じて、他国の人々とその文化や慣習、功

績、願い、問題に対する認識を培うことによ

って、国際理解、親善、平和を推進するため

に、会員が行う活動から成るものである。 

5. 奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力

養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際

奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文

化の理解を深め育む交換プログラムを通じ

て、青少年ならびに若者によって、好ましい

変化がもたされることを認識するものであ

る。 

以上がクラブ定款の中で奉仕について触れてい

る部分です。 

次に、2013 年から 2014 年度、藤枝ロータリーク

ラブ「奉仕プロジェクト委員会」・基本方針の内

容ですが、「社会奉仕の中核事業として実施して

いる静岡産業大学の冠講座を継続する。また、地

区事業として計画されている、富士山周辺環境保

全活動に積極的に参加する。さらに、未来の夢計

画に沿って奉仕プログラムと補助金事業の計画

をロータリー財団委員会と連携して検討する。」

と書かれております。 

富士山周辺環境保全活動においては、前回、平委

員長から報告がありましたように、8月 24 日に 3

名で参加し計画どおりに実行しました。未来の夢

計画においては、9月の例会において、ロータリ

ー財団委員会の青島委員長からお話があったよ

うに、財団委員会と、奉仕委員会との連携で、次

年度の実行に向けて計画をしていきます。最後に、

静岡産業大学の冠講座についてのお願いですが、

今年度の日程はまだ決まっておりませんが、通年

4月から 7月にかけて実施しておりますので、今

年度もだいたい同じような日程になると思いま

す。非常勤講師のお願いは 12 名ですが、ガバナ

ー・会長・次期会長の 3名は決まっておりますの

で、昨年度、欲しくも非常勤講師になれなかった

人を主体に、あと 9名の会員の方にお願いするこ

とになります。宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／池谷君） 


