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■ 会 長 報 告        池ノ谷 敏正君 

先日、私の娘の父

兄参観でのことで

す。 

担任の教師が、子

どもたちの課外活

動の風景をスライ

ドで見せてくださ

いました。その写真には、友達同士でいきいきと活

動する子どもたちの姿が写っていました。 

見終わった後、ある父兄が担任教師に「今見せて

いただいた写真をＣＤに焼いていただけませんか」

とお願いをしました。すると担任教師からは「個人

情報の関係でコピーすることはできません」との返

答が返ってきました。 

それぞれの子ども以外の子の写っている写真を

教師から渡して、その写真がどこかへ流出し、何ら

かの犯罪の原因になってしまうようなことを警戒

しているのかもしれません。 

そういえば、最近テレビのロケ番組でも、通行人

の顔がモザイクで修正されているシーンを見るこ

とが多くなりました。こういったことも、個人情報

の問題ということになるのでしょうか。 

個人情報と言えば、来年1月よりマイナンバー制

度が始まります。一昔前に言われていました国民総

背番号制が現実化するわけです。 

今年の 10 月 1 日より、住民票登録住所へ各自の

ナンバーが通知されます。当面は「社会保障」「税」

「災害対策」のみに使用されるようですが、数年後

にはすべての個人情報が、このナンバーに集約され

てしまいそうです。 

会社経営者の皆様としましては、給与や厚生年金

などの関係で、社員全員やその家族のマイナンバー

の提供受ける必要が発生しますし、それらの管理の

問題も生じることでしょう。データ管理の主体と成 

るであろうパソコンのセキュリティ問題を始めと

して、実施まで半年以上先の事ではありますが、制

度が始まるとすぐに皆様に影響が出てきます。 

これからマイナンバーに対する具体的情報もい

ろいろ開示されてくるでしょうから、注意・準備は

怠らず、対応していただけたらと思います。 

■ 幹 事 報 告          鈴木 舜光君 

・第２６２０地区より 

The rotarian３・４月号が届いております。 

２０１５年５月のロータリーレートは、１ド

ル＝１１８円です。 

（参考）４月ロータリーレート：１１８円 

・一般社団法人 比国育英会バギオ基金より 

 バギオだより５月号が届きました。 

・富士山吉原ＲＣより 

 事務局メールアドレス変更のお知らせが届き

ました。 

 Fujisan-rc@techtron/jp 

・藤枝市暴力追放推進協議会より 

 平成27年度藤枝市暴力追放推進協議会総会の  

  開催案内が届いております。 

■ 出 席 報 告           松葉 義之君 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

32／42 76.19％ 38／42 90.47％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○江﨑晴君 ○河井君 ○櫻井君  

○ 島 村 君  ○ 山 田 君  池 谷 君  大 杉 君    

仲田晃君 間野君 

(２)メークアップ者  

島村 武慶君（静岡） 
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■ ビ ジ タ ー                      

板倉 一明君（島田） 

■ スマイル B O X          松葉 義之君 

・バースデー（64 才）有り難うございます。 

大塚 博巳君 

・妻 章代７９才の誕生日をお祝いして戴き有 

りがたきこと。残念ですが人前にでれるよう

な状態ではないのですが…   杉山 静一君 

・頂き物、有り難うございます。丁度１年で一番  

 忙しいときの妻の誕生日で何もしてあげられ

ないので助かっています。      松田 真彦君 

・結婚祝いありがとう。          鈴木 舜光君 

・４０回目の結婚記念日で女房もお世話になっ

ております。ありがとうございました。「金婚」

に向けて仲良くがんばります。  大塚 博巳君 

・５５回目の結婚記念を迎えました。ご招待あり  

  がとうございました。         柳原 寿男君 

・５月２０日に３１回目の結婚記念日を迎えま

す。現在は藤枝に単身ふとん中ですが、電話だ

けでも入れてみようかと思います。お祝いあ

りがとうございます。          荒井 聡君 

スマイル累計額  １２５，０００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    ４，８１８円 

寄付金累計額  １２４，１２０円 

■ 地 区 研 修 協 議 会 報 告     

 

 

次年度会長 

  森下 敏顯君 

 

 

 

今年度の地区大会が去る 4月 18 日（土曜日）に山

梨県甲府市のセレス甲府アピアにて開催されまし

た。高野ガバナーの時と同じ会場でした。 

私達、藤枝ロータリークラブは中型のマイクロバス

にて私、大長次期幹事を含めて 12 名参加してまい

りました。 

朝7：00、今回も青島克郎会員のご自宅を参加者の

駐車場としてお借りしました。ありがとうございま

した。 

良い天気に恵まれての片道３時間弱のドライブ旅

行でした。桜はほとんど終わっていましたが、新緑

の芽吹く清々しい景色を楽しめました。 

3月28日におこなわれたPETSもそうだったんです

が、会議終了後の懇談会はなく、16：00閉会ののち

はすぐバスにて帰路についたため、帰り新東名静岡

にて夕食をとって帰っても 19：30 頃には無事、藤

枝に帰ってきました。 

懇談会無しや、ガバナー公式訪問も合同開催で五分

の 1 近くに減らすと言う野口次期ガバナー色を存

分に出されています。 

地区大会の内容は PETS の時の内容を踏襲していま

した。主にガバナー及びパストガバナーの皆さんの

指針は会員の減少がこれ以上は食い止めないとい

けませんよ、そして、IT時代にふさわしいインター

ネットでやれるものは合理化してください、そして、

そういう面でも新しい会員を呼び込む環境を作っ

てくださいというものと理解しました。 

多くの担当委員長さん方および新入会員の皆さん

に出席していただきありがとうございました。 

4月24日（金曜日）には静岡市にて第1回の会長、

幹事会がおこなわれました。ガバナー補佐は静岡西

ロータリークラブの満井義政さん（公益財団法人就

職支援財団理事長、㈱アルバイトタイムズ創業者）

です。第2回は6月 12日（金曜日）に静岡で開催

予定されています。 

いまから月末までに次年度のクラブ計画書、予算、

手帳作製など担当の皆さんにお手数かけると思い

ますが宜しくお願いいたします。 

会員のみなさんには 7 月からの一年間宜しくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 次年度幹事 

大長 昭子君 

 

 

 

地区研修・協議会に12名が参加しました。 

 内容は、開会セレモニー、分科会、全体会と進め

られ、4 月 18 日に開催された会長エレクト研修セ

ミナーと内容はほぼ同じで今回は、会員増強が強く
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打ち出されました。 

また、新年度の会員負担金・地区目標・予算・行事

の説明があり承認されました。 

 分科会は、幹事としてG補佐・会長・幹事・会員

増強・維持広報・IT推進部会に参加しました。会長・

幹事の皆さんと名刺交換を行い、昼食を共にしなが

らお話をする中でコミュニケ―ションが少しとれ

たような思いがしました。 

 また、新年度は、ロータリー発足１１０年となり

国際ロータリーK.R.ラビ ラビンドラン（スリラン

カ）会長より、社会から享受するだけではなく、社

会に貢献しましょうと言う意味で新年度のテーマ

「世界のプレゼントになろう」が示されました。 

 新年度、幹事として会長を補佐し、ロータリーの

基本・方針の確認しながら、情報共有、クラブ会員

への周知に努めて行きたいと思いました。 

 

 

 

 

 会員増強委員会  

  土屋 富士子君 

 

 

 

どうして増強する必要があるのか？クラブの活性

の為。クラブの存続の為。 

など、会員増強はとても大切な役割であります。 

その為には何を行えば良いのかを、クラブ会員と話

し合い会員全員で増強に力を入れていく。 

クラブ会員を維持していくのには、親睦活動などを

充実させる。 

どうして入会をしたのか？をそれぞれ考え増強に

役立てる。 

増強は、クラブを存続の為に一番大切な重要なこと

でありますので宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

大塚 高弘君 

 

 

 

次年度社会奉仕委員会では、富士山清掃活動を（財）

富士山をきれいにする会との協働で「富士山環境美

化前期クリーン作戦 2015」と題して富士山の清掃

活動を実施します。 

実施予定時期は2015年8月1日（土）8：00集合、

8：30出発式 

集合・出発式の場所は、富士吉田市の富士北麓公園

で行い、その後バス2台（100名）で5合目ロータ

リー周辺、お中道、泉ヶ滝、5～6合目登山道、御庭、

奥庭などで清掃活動を行います。また、ごみを拾い

ながら、登山者や観光客への富士山の環境美化を呼

びかける啓発活動にも重点を置いています。 

参加者は、クラブのタスキを着用。 

朝 8：00 集合なので、強制ではない。（遠方の方は

無理がある為） 

以上、報告いたします。 

 

 

 

米山・R財団 

委員会 

  青島 克郎君 

 

 

 

地区研修・協議会において、中山地区財団委員

長はじめ各小委員会委員長と各クラブロータリ

ー財団委員長による部会が開催され下記の様な

報告がありました。 

１.ロータリー財団地区目標(2015-2016 年度) 

① 年次寄付目標   

＄１５０( 17,700 円)×会員数         

② 恒久基金寄付目標   

各クラブ ベネファクター($1,000) 1名以上 

③ ロータリーカード加入推進   

カード 利用額の 0.5%がカード会社より

財団に寄付される 

④ 地区補助金、グローバル補助金の活用 

⑤ 2018 年 エンドポリオ 

  寄付目標 1,500$/クラブ 

２．地区補助金の資金及び申請状況 

① 本年度の財団資金(2620 地区分) 

       2012-2013 年度寄付金 $361,866 

 地区活動資金   $180,933 

        恒久基金運用収益     $52,126  

地区活動資金    $26,063 

        2015-2016 年度地区活動資金合計     

        $206,996 
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        2015-2016 年度地区補助金(上記の 1/2) 

        $103,498(≒12,212,000 円) 

     ② 2015-2016 年度申請状況 

    申請クラブ数   27 クラブ (4/17 現在) 

        申請金額            4,823,000 円 

補助金支給率             39,5％ 

３．グローバル補助金事業 

     クラブ周年事業としてグローバル補助金 

事業の計画を推奨する 

４．学友会会員の利用 

財団奨学生 OB (360 名)、GSE OB(180

名)の山静学友会のメンバーを卓話に招く

など積極的な利用をしていただきたい。 

米山記念奨学金部会 

  寄付年目標 16,000 円/人 

  米山記念奨学生による卓話の実施の奨励 

 

 

 

クラブ管理運営 

委員会 

  荒井 聡君 

 

 

 

4 月 18 日、山梨県昭和町・セレス甲府アピオで

開催された国際ロータリー第 2620 地区 2014～

2015 年度地区研修・協議会に出席しました。 

会場は、中央自動車道・甲府昭和 IC を降りてす

ぐの場所で、各クラブの参加者を乗せたバスが

続々と玄関前に到着し、受付ロビーはあっとい

う間に大混雑の状況となりました。 

900 名ほどの参加者で会場はほぼ満席となり、定

刻 10 時 30 分に会がスタートしました。 

午前中は、岡本一八ガバナーの開会点鐘に始ま

り、野口英一ガバナーエレクトからの行動計画

「楽しもうロータリー 仲間を増やそう」と、次

年度方針・2015～2016 年度地区目標の説明など

を中心に本会議が実施されました。地区目標の

説明では、ロータリークラブ・セントラルの利用、

ロータリーの公共イメージの向上、2018 年 END 

POLIO が印象に残りました。 

午後は、各分科会に分かれ、新会員分科会に参加

しました。新会員分科会には 140 名ほどの参加

者があり、岡本ガバナーの挨拶、渡邉、志田両パ

ストガバナーの講話など有意義な分科会でした。 

その後、各分科会リーダーからの報告を中心に

全体会議が開催され、岡本ガバナーの閉会点鐘

で散会となりました。 

散会後に、ロビー内の信玄餅販売コーナーにち

ょっとした行列ができていて、甲府開催ならで

はと感じました。 

 

 

 

 

大石 英典君 

 

 

 

 

 私の参加した新会員部会（公表参加者144人）

について感想を含め報告します。 

 同部会では新会員の研修ということで、海外

でのロータリー活動に関する DVD 上映の後、

RotaryMoment（ロータリーモーメント）として岡

本ガバナー、渡邉・志田パストガバナーから「心

に残る体験」についてご講演をいただきました。 

 この講演の中で私の印象に深く残ったことは、

「ロータリーアンとなって、あるいはロータリ

ーの活動の中でよかったと感じる経験をして、

それをよかったこととして話せること」、いわゆ

る「心に残るロータリー体験（ロータリーモーメ

ント）」が大切ということです。 

 これに通じるかどうかは、ロータリー1年生で

勉強中の私にはわかりませんが、先日（昨日 5/12）

の静岡産業大学情報学部の学生のみなさんへの

冠講座の講師を担当させていただいたことも、

私のロータリーモーメント（心に残るロータリ

ー体験）の１つとして受け止め、色々な方に伝え

ていきたいと考えています。 

 同部会への参加にあたり土屋さんから「入会

の経緯と感想を聞かれるから心の準備を」とア

ドバイスいただいていましたが、残念ながらと

いうか運よくというか、この発表については他

分区の方が指名を受けましたので、その機会は

逸してしまいました。 

 今後も、より多くの素晴らしいロータリーモ

ーメント（心に残るロータリー体験）を感じられ

るよう、努力を重ねていきたいと考えています。 
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  土屋 秀夫君 

 
 
 
大きな大会へ参加させていただくのは、昨年浜松

の地区大会についいで２回目となります 

地区研修・協議会については、会場も大きく、分

科会への移動も手順良く混乱もなくスムーズでよ

かったかなという感じです。 

本会議では、次期野口ガバナーより、 

「ロータリーを楽しもう、そして仲間を増やそ

う」の行動計画の元、 

会員増強、財団への寄付の状況、各委員会事業へ

の参加等一年間の計画説明を受けました。取り組

み事項が結構盛り沢山あるなという感じです。 

その中の資料で、「最も強いものが生き残るのでは

なく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯

一生き残ることができるのは、変化出来るもので

ある」が印象に残りました。年を重ねるごとに、

新しいもの・事へ順応することが億劫担っていく

ことを実感する今日このこのごろなのですが、や

はり大事なことであり自分の仕事に対しても活か

していきたいなと感じました。 

分科会では、新入会員向けに、ＲＣはまず出席して

顔を覚えてもらうこと。（メークアップも２回続け

ていくと覚えてもらいやすい）やロータリーモーメ

ント（心に残るロータリー体験）として渡邊パスト

ガバナー、志田パストガバナーよりロータリー入会

前にけがの治療をしていただいた先生にロータリ

ーで再会し縁があった話や、旅先でのロータリーつ

ながりからの出会いの話、ロータリー会員であるこ

とで信用がされる（信用度が高い）、ことやそのた

めにバッジを常に付けるとよい（バッジを見てつな

がりが広がる）等の講演をいただき、ロータリー活

動の意義・理解が深まりました。活動をしていて良

かったなと思えることを、ひとつでも増やしていけ

ればと思います。 

 
 
 
 
 
 

■ 冠 講 座 委 嘱 状 授 与           

 

 

 

 

 

 

 

代表  荒井 聡君 

 

 

	
	  第 50 回 

藤枝市少年サッカーリーグ戦開会式 

日 時 4 月 25 日（土） 

場 所 藤枝総合グラウンド 

参加者 森下副会長、大長副幹事、 

江﨑晴会員、山田会員 
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結婚記念日 

おめでとうございます 
 

 

 

 

 

 

 

＜大塚ご夫妻＞   ＜柳原ご夫妻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 冠 講 座                                          

＜開講日＞ 

   平成 27 年 4 月 28 日㈫ 

＜講義内容＞ 

   「私と仕事とロータリー」 

＜担当者＞ 

    藤枝ロータリークラブ会長 

    早川・池ノ谷合同司法書士事務所 

    副所長 池ノ谷 敏正君          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開講日＞ 

   平成 27 年 5 月 12 日㈫ 

＜講義内容＞ 

   「地域に明かりを届け 65 年。電力事業の

今とこれから。～電力システム改革と

安定供給の取り組み」 

＜担当者＞ 

    中部電力(株)静岡支店 藤枝営業所 

    所長 大石 英典君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／畑君） 




