
2075‐1 

 

 

 

■ 会 長 報 告       池ノ谷 敏正君 

皆さんこんにち

は。 

先週の水曜日、

昼に藤枝市商工会

議所の新年賀詞交

歓会に出席して参

りました。 

この賀詞交歓会には、藤枝市長をはじめ地元

議員の皆様、大井川農協の理事長等々、藤枝市の

リーダーと言っても過言ではない方々が、大勢

参加していました。その中には、当然、ロータリ

ークラブの友の顔もたくさんお見掛けすること

ができました。 

聞くところによりますと、本会の今年の参加

者人数は昨年以上とのことで、皆様の本年に賭

ける、そして期待する気持ちがとても大きいも

のだと感じずにはいられませんでした。 

是非、今年は職業奉仕の面で、成長の年とした

いものだ、と参加者皆様の元気な姿を見て私も

思った次第です。 

そして、これは昨年末の話となりますが、RIか

ら私の自宅宛に１通のエアーメールが届きまし

た。 

開封してみますと、手紙とロータリーバッジ

が入っていました。手紙には「貴ロータリークラ

ブに新会員が入会されましたことを、心よりお

慶び申し上げます。次回の例会で、新会員を推薦

された会員に、同封の認証品をご贈呈いただけ

ますようお願い申し上げます。ご協力に心より

感謝申し上げます。会員表彰担当チーム一同」と

記されていました。 

今までもこういった認証プログラムが存在し

ていたかどうかは、記憶にありませんが、とても

嬉しい事ですので、ご紹介させていただきまし 

た。国際ロータリーより、こうして感謝していた

だけること、そして、国際ロータリーの記録に新

会員推薦者として自分の名前が残ることは、ロ

ータリアンとしては誇らしい事ではないでしょ

うか。 

 皆様、是非純増新会員のご紹介をよろしくお

願いいたします。 

さて、本日は、クラブ協議会です。各委員長に、

今期前半の活動報告と、後半の活動目標を発表

していただきます。 

私の個人的な感想といたしましては、皆様の

おかげをもちまして、前半の活動はおおむね順

調だったのではないかと思いますが、各委員会

委員長それぞれの感想、そして、後半への意気込

みも気になるところではあります。 

各委員長の皆様にこの後のクラブ協議会を宜し

くお願い致しまして、本日の会長報告とさせて

いただきます。 

■ 幹 事 報 告          鈴木 舜光君 

・一般社団法人 ロータリーの友事務所より 

ロータリーの友電子版のご案内が届いてお

ります。 

・第 2620 地区より 

静岡南ロータリークラブ事務所移転のお知

らせが届いております。 

〒420-0913 

静岡市葵区瀬名川 1-27-40 あい薬局 2Ｆ 

054-277-9066 

・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が届いております。 

・ザ・ロータリアン誌 12 月・1 月号が届いて

おります。 
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■ 出 席 報 告           小西 啓一君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

32／42 76.20％ 36／42 85.71％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○江﨑晴君 ○河井君 ○櫻井君 ○鈴木邦君 

○松田君 ○松葉君 池谷君 大杉君 落合君 

仲田晃君 

(２)メークアップ者  

松葉 隆夫君（藤枝南） 杉山 静一君（藤枝南） 

江﨑 晴城君（藤枝南） 大長 昭子君（藤枝南） 

松田 真彦君（藤枝南） 島村 武慶君（藤枝南） 

間野 日出男君（藤枝南） 

■ スマイル B O X          松葉 義之君 

・クリスマス夜間例会には、孫たちと参加させて 

 いただきありがとうございました。 竹田勲君 

・皆様に物心両面でお世話になりました。順心高 

 校サッカー部が、高校選手権で３位という成

績をおさめることができました。本当はもっ

と上を目指していたようですが、色んな面で

大変お世話になりました。   島村武慶君 

・父の葬儀には、クラブそして会員の皆様より過 

 分なるご厚志を賜りましてありがとうござい

ました。厚く御礼申しあげます。仲田廣志君 

・１月 15日 ８６才の誕生日を元気に迎え感謝 

 しています。        江﨑友次郎君 

・６８回目の誕生日を迎えました。アッというま 

 の６８年、年齢と正比例してます。ゴルフスコ 

 ア！！            石垣善康君 

・１月１６日で６５回目の誕生日をむかえます。 

村松英昭君 

・ありがとうございます。５７歳になりました。

1月 3日生まれのおめでたい男です。誕生日は

いつも一年の始まりスタートラインです。年

は取っても今が始まりと一日一日自分をみが

くように頑張っております。今後もよろしく

お願いいたします。      山田賀昭君 

・誕生日祝いありがとうございます。１年の早さ 

 が加速している印象です。    荒井聡君 

・お祝いありがとうございます。元気にしており 

 ます。            松葉義之君 

・妻の誕生祝いありがとうございます。    

小西啓一君 

・お祝いありがとうございます。ロータリーから 

 のプレゼント本当に助かります。 

間野日出男君 

スマイル累計額  １００，０００円 

■ ポリオプラス寄付金                 

ポリオ撲滅活動へのご協力有難うございます。 

本日寄付金額    ２，９８９円 

寄付金累計額   ８２，７２２円 

■ ロータリーの友紹介     石垣 善康君 

ロータリーの友１月号概略 

１月はロータリー理解推進月間です。ロータリ

ーの再認識、対外的にロータリーを知ってもら

う。この事が編集のベースとなっています。 

横開きページ 

３）IR 会長―ロータリーの活動、理念などを地

域の人たちに知ってもらうため 

にロータリーデーを開催してください。 

１６）ポールハリスの生き方に学ぼう 

  ＜抜粋 ロータリーへの私の道＞ 

 ロータリーの事をあまり知ろうとしない、 

そんな人が退会するのでは。 

  本を読み、ポールハリスの生き方に学び、ロ 

 ータリーとは何かを学ぼう。 

３１）マイロータリーをご存知ですか。 

   よりロータリーの事が深く知ることが出

来ます。 

縦開きページ 

９）静岡ロータリークラブの活動が掲載。 

■  ク ラ ブ 協 議 会                 

 

クラブ管理委員長 

 

大長 昭子君 

 

 

 

上期は、クラブ管理運営委員会の役割を委員全

員で共有し合い、各リーダーのもと、楽しく明る

いクラブ活動にしていくことを目的に活動しま

した。 
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 事業内容は、会場設営（畑君）、プログラム（村

松君）、親睦（大塚君）、出席（松葉君）､保健（柳

原君）、クラブ広報（間野君）の 6 部門に加えロ

ータリーの友紹介（石垣君）総勢 25 名で活動し

ました。 

 各部門の新たな取り組みとして、会場設営で

は、 委員全員を 2 グループに分け月毎の担当と

し、会員の親睦を深めるためテー ブル指定を月

2 回行うことにしました。 

  また、プログラムは、外部卓話を多く取り入れ、

出席はスマイル年間目標額６０万円（前年度 20

パーセントアップ）に取組み、結果は、23 万７

千円でした。下期で目標達成して行きたいと思

いますのでご協力お願いいたします。 

 また、クラブ広報は、 ロータリー財団委員会

並びに奉仕プロジェクト委員会の協力を得、冠

講座「奨学金プログラム」を静岡新聞に記事提供

し掲載されました。  

 各部門リーダーをはじめ委員の皆様のチーム

力、会員の皆さんの温かいご協力をいただき、ほ

ぼ計画通り事業（予算含む）が終了致しました。 

 下期も当初の計画通りに実施して行きたいと

思っておりますのでご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

会員増強委員長 

 

土屋 富士子君 

 

 

 

上期報告 

上期途中より増強委員長を仰せつかり、なか

なか活動ができずに下期に入ってしまいました。 

下期計画 

新会員担当の大塚博巳さんのご協力により、

２から３名の候補者を訪問する予定になって

おり、それが入会までもっていけるようにし

たいと思っております。 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト 

委員長 

 

平 和則君 

 

 

1.上期報告 

 1)社会奉仕事業 

 ①静岡産業大学冠講座につきましては、今年

度に限り未来の夢計画に沿った(地区補助金

を活用)した奨学金プログラム(優秀論文に

奨学金を提供)をロータリー財団委員会と連

携して実施いたしました。11 月の例会(2068

回)にて、優秀論文対象者 4 名への奨学金授

与と表彰式を行い、本件に関する記事が静

岡新聞に掲載されたことはご存じだと思い

ます。初めての試みでしたが一定の成果が

収められたのではないかと考えております。

冠講座の講師をご担当いただきました会員

の皆様さん、大変ご苦労様でした。 

 ②地区事業である富士山環境保全活動事業の

「ロータリー向けの環境保全活動(西臼塚駐

車場周辺の清掃活動と自然林でのエコツア

ー体験)」に鈴木（邦）君、事務局の奥脇さ

んご夫婦とともに参加いたしました。昨年

より参加者がだいぶ少なく残念ではありま

したが、エコツアーの体験は富士山を知る

良い機会になりました。また、計画外ですが、

会員一人当り 500 円を「富士山環境保全活

動支援金」として委員会予算より拠出させ

ていただきました。 

 2)職業奉仕事業 

  10 月に知的障害児通園施設と保育園の複合 

  児童施設である「ガゼルの森」で職場訪問 

  例会を実施いたしました。出席者は33名で、 

  施設を見学するとともに施設内で作って 

  いる子ども向けの給食を食べさせていただ

きましたが、皆さん、美味しく食べていただ 

  けたでしょうか。なお、上期に予定していた 

  カルチャー講座体験(SBS 学苑藤枝校)はス 

  ケジュールの都合で下期に繰延とさせてい

ただきました。 

 

 以上、職場訪問例会を下期に繰延いたしまし

たが、ほぼ計画どおりの事業を実施すること 

ができました。会員の皆様のご理解とご協力に
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感謝いたします。担当リーダーの鈴木（邦）君、

江﨑（晴）君、副リーダーの皆さん、各委員の皆

さんご苦労様でした。また、例会場を提供してい

ただきましたハルモニア様、大変有難うござい

ました。 

 

2.下期計画 

 下期については、計画に基づいて下記事業を

実施いたします。 

 1)社会奉仕事業 

  ①静岡産業大学冠講座 (第 8 期 )の開設          

4 月～7 月予定 

 2)職業奉仕事業 

  ①職場訪問例会 カルチャー講座体験(SBS  

 学苑藤枝校)  5 月 13 日(水)  

  

 下期についても、引き続き会員の皆様方のご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

青少年委員長 

 

平野 純也君 

 

 

 

＜上期報告・下期計画＞ 

青少年委員会では、新世代の活動を後方支援

する中で、新世代の育成に寄与することを基本

方針とし、活動してきました。 

主な事業としましては、青少年事業とインタ

ーアクト事業の２事業となります。まず、青少年

事業では、協賛大会開閉会式への会員参加およ

び青少年スポーツ大会への協賛をして参りまし

た。主な内容としましては、４月に藤枝市少年サ

ッカーリーグ戦、７月に青少年柔道大会、９月に

スポーツ少年団剣道大会、１２月に藤枝市長杯

ジュニアユースサッカー大会へ協賛しました。

また、インターアクト事業では、松田真彦担当リ

ーダーを中心に、５月に藤枝順心高校インター

アクトクラブ活動への助成、８月に地区インタ

ーアクト年次大会への参加、および報告、１１月

に地区インターアクト指導者講習会への参加、

が主な活動内容となります。おおむね例年通り

の活動内容ではありますが、上期は順調に行わ

れました。また、下期の計画としましては、地区

インターアクト国内研修会支援（負担金）を今年

３月に予定しております。 

引き続き、会員の皆様には当委員会の活動に

ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

ロータリー財団 

委員長 

 

青島 克郎君 

 

 

ロータリー財団上期報告 

 ・ロータリー財団年次寄付金   

ＵＳ＄１２０／人 

例年 2月に送金していますが為替レート

が本年より 106円から 118円に替わるた

め米山記念奨学金寄付金を一時流用し

106円レートで 12月に実行しました。 

 ・ポリオプラス寄付 

テーブルポストによる寄付額 79,733円 

(2014/12末) 

 ・藤枝ロータリークラブ奨学金プログラムの実施 

        静岡産業大学の寄付講座受講生を対象と

した奨学金プログラムで 8 名の論文が提

出され厳正な審査の結果、最優秀 望月美

怜、優秀 陳亜君、佳作 籾山宏樹、木

村天乙(てんと)の 4名を選出。 11月 12

日例会において静岡産業大学川口学部長、

谷口准教授及び受賞者を招き表彰式を挙

行し、奨学金(最優秀 10万円、優秀 7万

円、佳作 5万円)の授与を行った。 

なお講義の写真、新聞記事などを含む事

業報告を地区財団事務所に提出した。 

米山記念奨学会上期報告 

・10月 22日に米山記念奨学会担当の青島彰君 

 による米山記念奨学会の啓蒙のための卓話

とカウンセラー経験者の石垣善康君が体験

談を話された。 

ロータリー財団下期計画 

 ・ロータリー財団恒久基金寄付のベネファク

ターを青島彰君にお願いし US$ 1,000(118

円レート)の寄付をお願いする 
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 ・次年度に向けた地区セミナーの参加と次年

度の地区補助金、グローバル補助金事業に

ついて検討する。 

 ・必要に応じて奉仕プロジェクト委員会との

合同委員会を開催する。 

 ・ポリオプラス寄付 クラブ目標の 15万円に

むけてテーブルポスト寄付を継続する。 

米山記念奨学会下期計画 

 ・年会費より支出する 2,000 円を含む 14,000

円／人の寄付金を 2月に納付する。 

★ 表 彰                          

《ポールハリスフェロー表彰》 

＄３０００達成 (ﾛｰﾀﾘｰ財団年次寄付) 

 

 

 

 

 

 

 

 

江﨑 友次郎君  小西 啓一君 

 

 

 

 

  2014 年度中華民国扶輪(ロータリー) 

米山会総会に参加して 

 12 月 13 日、

台北市立建成

中学校で開催

された 2014 年

度中華民国扶

輪(ロータリー)

米山会総会に

非公式訪問で

したが土屋・大長 2 名が出席いたしました。 

 日本からは、東京 2580・2750 地区、大阪 2660

地区、関西米山学友会等より板橋名誉理事長率

いる３０名を越える来賓が参加されました。 

 私達も来賓としての紹介を受け、壇上でバナ

ーの交換をさせていただきました。 

 台湾米山学友会は、最も早く設立され、最も会

員数の多い海外の学友会で、近年台湾をモデル

として、韓国、中国、タイ、ネパールの各国でも

相次いで学友会が設立されています。 

 2009 年に一人の留学生から受け入れ、今年で

６年目になり１０名の留学生を受け入れており、

今年は、国立台湾師範大学台湾史研究所・国立政

治大学経済系研究所に２名の学生を日本から受

け入れており、留学生の謝辞、感想など発表があ

りました。 

 懇親会では美味しい中華料理をいただきなが

ら親交を深め、又の再会を約束して閉会となり

ました。 

 浜松の地区大会でお話しいただいた黄さんの

計らいで、三島市で米山留学生として過ごされ

た黄 文櫻さんに台北市内の案内もしていただ

き、前からの知り合いと過ごしているような充

実感があり、大変意義深いものになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／畑君） 


