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■ 会 長 報 告         森下 敏顯君 

皆さん、こんにち

は、日曜日から昨

日まで雨模様のお

天気が続きました

が、先週末は絶好

の行楽日和でし

た、そんな中先週

の金、土は甲府にて今年度の野口ガバナー主催

の地区大会が開催されました。 

会場の甲府富士屋ホテルの敷地内の紅葉もきれ

いなものでした。 

当クラブからは私を始めとして 14名のメンバ

ーが参加してまいりました。 

登録人数は 1,462名という事で 7日の会場はか

なりの広さでしたが、満杯の状態でした。甲府

富士屋ホテルは名門ホテルにふさわしく大会

場、ロビー、庭園等の配置が良く、スペースも

ゆったりしていて繋がり良く配置されており、

晩餐会と呼ぶにふさわしい雰囲気をかもし出し

ていました。 

6日夜の RI会長代理の歓迎レセプションは満井

ガバナー補佐がいみじくもおっしゃっていまし

たが、『皇室の晩餐会のようで驚きました』と

いうように雰囲気あふれていました。地区大会

前日の夜の RI会長代理の歓迎レセプションに

はガバナー補佐クラスの皆さんでの歓迎会がほ

とんどと、先輩パスト会長さんに聞きましたの

で、今年の野口ガバナ－の方針で良い経験をさ

せてもっらたと大長幹事共々感謝しています。 

本日はこのあと卓話の時間に地区大会の報告を

控えていますので、このへんで本日の会長報告

を終わりにいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

■ 理 事 会 報 告         大長 昭子君 

・11・12・1 月度プログラムについて、承認され 

 ました。 

・クリスマス夜間例会について 12/23（水）18：

30 より小杉苑で開催されます。島村副幹事が２

次会をセッティングすることで承認されました。 

・新年賀詞合同例会について、1/8（金）開催。

ホストクラブは藤枝南で承認されました。 

・次年度会長幹事選出について、石垣ﾊﾟｽﾄ会長の 

 もと選出委員会が開催され、12/23 に発表する 

 ことが承認されました。 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐について、村松君に内諾頂いたとの 

事。 

・奉仕 P 委員長より職場訪問例会について、

11/25（水）12：30～13：30 に職場訪問例会実

施 SBS 学園藤枝校にて 内容「スマホ・タ

ブレット活用術」が承認されました。 

・国際交流について 大長幹事、土屋富士子委員 

長が昨年台湾で知り合った知人より学生が修

学旅行で来日するので順心高校への打診を松

田君・山田君に打診することが承認されました。 

■ 幹 事 報 告          大長 昭子君 

・ＥＮＤ ＰＯＲＩＯ ＮＯＷポリオ撲滅キャ

ンペーン結果報告がとどいております。 

■ 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 

24／41 58.53％ 31／41 75.60％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○荒井君 ○大塚高君 ○小西君 ○島村君  

○杉山君 ○菅原君 ○鈴木舜君 ○鈴木透君 

○平君 ○仲田晃君 ○仲田廣君 ○柳原君  

池谷君 大杉君 落合君 鈴木邦君 村松君 
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(２)メークアップ者  

森下 敏顯君（地区大会） 大長 昭子君（地区大会） 

荒井 聡君（地区大会） 青島 彰君（地区大会） 

青島 克郎君（地区大会） 大石 英典君（地区大会） 

土屋 秀夫君（地区大会） 土屋 富士子君（地区大会） 

松田 真彦君（地区大会） 松葉 隆夫君（地区大会） 

鈴木 舜光君（地区大会） 島村 武慶君（地区大会） 

江﨑 晴城君（地区大会） 大塚 博巳君（地区大会） 

■ スマイル B O X          平野 純也君 

・誕生日のプレゼントありがとうございました。

着々と定年が近づいてきていますが、もうひ

と頑張りしたいと思います。間野 日出男君 

スマイル累計額  ５９，０００円 

■ 地 区 大 会 報 告          

会長 

森下 敏顯君 

それでは地区大会の報告という事でまず、大会

の様子から、お話させてください。 

6日の金曜日は 13:00からの開始でしたので、大

長幹事と朝、8:00に藤枝を出発しました。 

11:30 会場の甲府富士屋ホテルに到着しました。 

13:00 地区委員長、クラブ会長幹事会が始まり

ました。 

今大会の RI会長代理は台湾の黄慶淵様で

ありました。 

今年は他地区のガバナーご夫妻が 10組以

上参加されており、華やかでした。 

地区指導者育成セミナーとして元 RI研修

リーダー小船井修一パストガバナーの講

演がありました。 

17:40 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が始まりま 

  した。 

宮中晩餐会のような雰囲気の中、我々の

前の席の山梨ローターリーの会長幹事さ

ん達のフレンドリーな対応とワインに関

するうんちくで楽しく、又おいしいお料

理をいただきました。 

19:45 晩餐会終了 

20:00 第 5 分区会長幹事会を 13 階にて始める。 

第 5 分区の会長幹事全員が満井ガバナー

補佐の下懇親を深めました。 

21:00 終了、解散 

 

7日 8:30受付   

9:00 直接こられた 3 組の会員やバスでの 9 名

の会員も無事到着しました。 

9:30 開会点鐘 

来賓紹介等ののち各種表彰 

記念講演は作家井沢元彦氏による『歴史

から見た経営戦略』を武田信玄、織田信長

を通して分かりやすく講演していただき

ました。 

14:00 テントにて各分区のおいしいものサービス 

これは甘いものが中心でしたが量もそろ

えてあり、いろいろ試食でき、晴天の下、

芝生の庭園でみなさんと楽しく飲食、懇

親できました。 

14:30 大懇親会 

大会場いっぱいの人で活気あふれるなか、

おいしくいただきました。 

16:00 出発 

甲府の道の駅で地元のぶどう販売のおじ

さんの呼び込みのうまさでみんな買う予

定のなかったブドウを買っていました。 

19:00 藤枝 神田寿司到着 

島村副幹事の手配で神田寿司にて 11名で

地区大会の感想を述べながら楽しい会食

をすませた後、解散しました。 

21:00 解散 

会長職として最重要の地区大会が無事終わりホ

ットしています。 

まだ、残り半年以上のお役目がありますが、今後

共よろしくお願いいたします。 

それでは地区大会の報告を終わりにいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

幹事 

大長 昭子君 

 

 

 

 1日目地区指導者育成セミナー 

「ロータリーを取り巻く環境の変化」元RI研修

リーダー小船井修一氏 

わが国では、インターネット社会、人口減と高

齢化により大企業が残り、企業数の減少により

経営者の減少が起きてくる。 
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2015年1月、国際協議会でジョン・ヒューコ事

務総長のスピーチから2016年の変化として、障

害になっている伝統、重要なのは出席でなく参

加、商品の陳腐化した市場への対応が必要であ

り、例会の柔軟性等変化に適応する心構えが必

要と話されている。 

具体例として、Eクラブ、例会の柔軟性、奉仕

活動の出席扱い、会員身分の民主化、 

クラブセントラルの導入、国際ロータリーアー

カイブの刷新、理事会の権限追加などあり、 

最も奉仕したクラブが最も利益を得、生き残れ

るとのお話がありました。 

2日目記念講演会 

「歴史から見た経営戦略」作家井澤元彦氏 

武田信玄と勝頼の歴史的背景、織田信長と武田

信玄について、経済基盤と軍事の形態から見た

両者の取組みについてお話がありました。 

領地を守り充実を図る信玄と先駆的な発想で取

り組む信長、いずれも経営者にとって大切だと

思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３０年皆出席表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻井 龍太君  杉山 静一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大石君） 


