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■ 会 長 報 告         森下 敏顯君 

皆さん、こんにち

は、23 日のガバナ

ー公式訪問ありが

とうございまし

た。 

そして、本日は

2017 年度～2018

年度のガバナー、現在はガバナーノミ二ーの 

焼津ロータリークラブの松村友吉様がご挨拶に

とご訪問していただいています。 

焼津クラブは藤枝クラブの親クラブになりま

す。 

松村ガバナーノミ二ーにはのちほどご挨拶を

いただきます。よろしくお願いいたします。 

今年度おこなわれたガバナー公式訪問例会は島

田、榛南、藤枝南クラブとの 4クラブ合同例会

であり、尚且つ藤枝クラブがホストクラブとし

て開催してほしいとのガバナー事務局よりの依

頼で始まりました。初めての事で心配しまし

た。 

多勢という事もプレッシャーですし、島田、榛

南クラブの皆さんには会場が普段といささか遠

くなり、不便をおかけする事への申し訳ないと

いう気持ちもありました。 

しかし、ホストクラブとして野口ガバナーの意

向を酌んだ上で、4クラブのメンバー皆さんが

満足していただける例会をやるしかありませ

ん。6月におこなわれた第 5分区の会長幹事会

で満井ガバナー補佐の計らいで 4クラブを懇親

の時、同じテーブルにしていただき、短い時間

でしたが皆さんの前向きな姿勢で打ち合わせが

できました。 

その時心掛けたのは藤枝で開催はしてますが、

それぞれ 4クラブへのガバナー公式訪問である

という事が薄れてしまわないように、4クラブ 

の会長、幹事がそれぞれ会の進行に加わって、

参加された各クラブのメンバーの方が自分のク

ラブへのガバナー公式訪問である事を忘れない

ようにしたいと相談をしました。 

結果、皆さんそれぞれ役割分担を快く決めて

いただきました。 

当日は 10:00 より藤枝南さんとの会長幹事会が

始まり、私達藤枝クラブも私と鈴木副会長、青

島克郎財団委員長、松葉隆夫研修リーダーの 4

名で出席いたしました。 

一時間の会長幹事会も野口ガバナーよりの藤枝

クラブの特徴は何ですか？という質問から始ま

りました、44 周年という歴史、インターアク

ト、産業大学での冠講座他藤枝クラブのやって

きたことなどの話をさすがマスコミの方でじょ

うずに聞き出していただき、あっという間の 1

時間でした。11 月の地区大会に各クラブの自慢

話の披露をし合うそうです。例会準備が朝から

心配でした、初めての 4クラブ合同の例会です

し、その為の打ち合わせも一度きりで、式次第

も一方的に連絡しただけでしたし、尚且つ直前

迄、別室でガバナーと会長幹事会をやっている

という時間割でしたので、他クラブの会長幹

事、会員のみなさんの適応能力を信じていまし

たが、結果、その通りＯＫでした。 

何の問題もなく、無事、開催終了する事ができ

ました。ありがとうございました。 

これも会場設営等は島村副幹事をリーダーに担

当会員の皆さん、事務局の半田さん、青島克郎

さんの事務所の皆さんの事前の準備のおかげで

キチンとできました。 

又、ユルキャラ、フジえさんを演出していただ

いた、江崎君とそのスタッフの方には暑い中本

当にご苦労様でした。ハルモニアさんの募金箱

と共にありがとうございました。 

おかげ様でポリオ募金もたくさん集まり各クラ

ブに分配することができました。 
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ありがとうございました。以上でガバナー公式

訪問例会の報告とさせていただきます。 

最後に 29 日の蓮華池での早朝例会ラジオ体操

はセミの鳴き声でポータブルラジオの音が聞こ

えない程のセミしぐれでした。次回の早朝例会

は桜満開の 3月 30 日ですのでよろしくお願い

します。それでは会長報告を終わりにします、

ありがとうございました。 

■ 幹 事 報 告          大長 昭子君 

・国際ロータリー第２６２０地区 2014-15
年度岡本一八ガバナーより 

 感謝をこめて…と御礼のお便りが届いてお

ります。 
・第 2620 地区より 
 ガバナー公式訪問の御礼が届いております。 
・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184が届いております。 
・国際ロータリー地区会員増強委員より 
 特別月間（８月）名称変更のご案内が届いて 
  おります。 

変更前名称：「会員増強・拡大月間」 
変更後名称：「会員増強・新クラブ結成

推進月間」 
・一般社団法人ロータリーの友事務所より 

2015-16 年度『友』誌表紙写真 12～3 月号、

5 月号再募集が届いております。 
・ＦＩＦＳ ＮＥＷＳ128 号が届いております。 

■ 出 席 報 告           平野 純也君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

33／41 80.48％ 31／41 75.60％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大塚高君 ○鈴木透君 池谷君 大杉君 

落合君 仲田晃君 間野君 柳原君 

(２)メークアップ者  

江﨑 晴城君（焼津） 島村 武慶君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                      

村松 友吉 地区ガバナーﾉミニー（焼津） 

倉嶋 伸康 地区幹事 予定（焼津） 

大石 訓永 地区大会実行委員長 予定（焼津） 

仲野 和則 焼津ＲＣ直前会長（焼津） 

 

■ ガバナーノミニー挨拶             

 

 

村松 友吉 

ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

（焼津ＲＣ） 

 

 

2017～2018 年のガバナーとしてご承認をえて、

この 7月からﾉミニーとして、地区の会議等に

出席させていただいております。本日は、2年

後の地区幹事の倉嶋君と地区大会実行委員長の

大石君、そして昨年度の焼津クラブ会長の仲野

君の計 4名でお邪魔をさせていただきました。 

私ども焼津クラブが地区運営を司る訳ですが、

何といっても会員 47 名のまだまだ力及ばぬク

ラブであります。よくよく地区運営のことを調

べていくと、大変な作業量と、多くの人の支え

が必要だと言うことが解りました。今、第 5分

区内のクラブを回らせていただいて、皆様にご

協力をお願いしているところです。何とかこれ

から 2年掛けて準備を整えたいと思っておりま

すが、是非、ご支援ご協力をお願いしたいと思

っております。 

2017～2018 年に何をするかは、まだまだこれか

ら考えていきますが、少なくとも地区大会は焼

津市内で行いたいし、また、懇親会は、焼津ら

しい、潮の香りと魚の盛り沢山を演出したいと

思います。予算が充分あれば、マグロの刺身の

バイキングとか、地元の磯自慢の飲み放題と

か、やっていきたいと思います。 

ことしは、甲府の野口ガバナー、そして来年は

清水の生子ガバナー、その後、焼津が担当する

ということになります。2年というとあっとい

う間にその時が来ると思いますが、何卒、人的

支援を中心に、お力をお貸しいただきますよ

う、お願い致します。 

■ スマイル B O X          平野 純也君 

・夫人誕生お祝いありがとうございます。 
鈴木 舜光君 

・誕生祝ありがとうございます。体力・気力・能 
 力の衰えを感じる今日この頃ですが、また１

年がんばって行きたいと思います。 
土屋 秀夫君 
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・今年もお互いに元気で同じ日に誕生日を迎え

る事ができました。後何年、続くか…神のみぞ

しるです。           平 和則君 
・ありがとうございます。４３歳になりました。

良い年にしたいと思います。平野 純也君 

スマイル累計額  ２２，０００円 

■ ＩＴセミナー報告      山田 賀昭君 

2015 年～2016 年度 

国際ロータリー第 2620 地区（静岡・山梨） 

第 42 回 インターアクト年次大会 

開 催 日 2015 年 8 月 1 日(土)から 2日(日) 

開催場所 山梨県立甲府城西高等学校 

     山梨県立愛宕山少年自然の家 

     山梨県立美術館・文学館 

ホストクラブ 山梨県立甲府城西高等学校 

スポンサーＲＣ 甲府北ロータリークラブ 

テーマ 

世界平和と美しい地球のために 

～私たちができること～ 

開催されました。 

8 月 1 日 13 時 30 分より開会式 

スポンサー甲府北ＲＣ坂本会長より 

「ロータリークラブは、青少年の育成を目的と

しインターアクトクラブをサポートします」と

挨拶され年次大会がスタートしました。 

参加学校１２校 顧問の先生・生徒９３名 

地区ガバナー野口さんはじめ来賓者９名 

各担当ロータリアン２１名の参加にて開催 

開会式が 14 時 10 分に終了し 

14 時 20 分から 16 時 20 分 講演 

講師は ㈱日建 社長 雨宮氏 

「スポーツをとおしての国際貢献 

地雷除去に望む 豊かで平和な大地への復興」 

地雷で苦しむ国の復興のための地雷除去機は、

前面で地雷を除去し後側で大地を耕すように開

発されており、そこに住む人たちが安心して生

活できるように大地を復興していくとても感動

的な講演でした。 

「技術者はものづくりの挑戦者であり 

 技術の根源はモノづくりと人づくりにある」 

日本をつくってきた職人の魂をもう一度振り返

り、育ててくことを強調しておりました。 

講演終了後 

山梨県立愛宕山少年自然の家に移動 

入所オリエンテーションと 

エコロジー活動としてモデルチェンジした制服

の余り布を利用して写真たてをつくり、参加者

の交流が深められたと思います。 

以上、8月 1日の日程報告をいたします。 

ロータリアンとして参加させていただき大変勉

強になりました、ありがとうございます。 

 

■ 会 員 卓 話                  

 

 

  青島 鉄男君 

 

 

 

 

★ 表 彰                         

《 新入会員推薦者表彰 》 

 

 

 

松葉 隆夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 ●●早朝例会●● 
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第４回 藤枝市柔道選手権大会 

 

日時 ８月９日（日） 

場所 静岡県武道館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大石君） 


