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■ 会 長 報 告         森下 敏顯君 

皆さん、こんにちは。 

さて、先週 18 日

(木)は焼津グラン

ドホテルにて、焼

津クラブの 55周年 

記念夜間例会が開

催され、来賓とし

て、中野焼津市長、分区の満井ガバナー補佐、 

焼津の親クラブになる静岡クラブの疋野会長、

そして子クラブの藤枝クラブ会長として私の 4

名が招待されました。 

静岡、焼津、藤枝 3クラブの関係をこんな風に紹

介していただきました。焼津の親は静岡、子は藤

枝、ゆえに静岡の孫は藤枝、焼津の孫は藤枝南、

静岡から藤枝南を見ると曾孫という関係になる、

ゆえに非常に縁の深い友好クラブ同士だと、あ

ったかいフレンドリーな扱いを終始していただ

きました。 

次次年度は松村ガバナーの就任を控えている事

もあり、55 周年は地味にやらせていただくとい

う事で、焼津出身の女性歌手の方が一人来て盛

り上げてくれました。 

来賓挨拶の中で満井ガバナー補佐が『出席する

に当りちょっと調べてきました』と、創立年 1960

年がどんな年であったかを披露してくれました、

まず浩宮皇太子殿下のご生誕、安保騒動で岸首

相から池田首相への政権交代、浅沼稲次郎社会

党党首の刺殺事件その他、政治、経済、芸能、事

件など数十例を挙げていただきました。僕の世

代以上の人にはいまでも記憶に残っている、さ

まざまな出来事を思い出させていただきました。 

そして、80 年の歴史を持つ静岡クラブが親とな

り、現在の第 5 分区の 2 番目のクラブとして赤

坂全七赤坂鉄工社長を会長に藤原明東海ガスを

幹事に発足したそうです。 

藤原様はチャーターメンバーとして唯一の現役

メンバーであり、この日も我々来賓席でご一緒

させていただきました。来月 88歳になられるそ

うですが、口も耳も動きもシャキシャキしてお

られて、我々の所に何度も『よく来てくれました、

ありがとう、ありがとう』とお気遣いしていただ

きました。 

藤原様は逆算すると 33歳ぐらいで、創立時の幹

事をおやりになっています、その年齢でそうい

う場を与えられるという、この人はどんな人だ

ったんだろうかと感心するばかりでした。 

又、その頃のロータリーの書類関係はまだ、和訳

されたものが少なく、英文が多く苦労されたと

言っておりました。 

うちのクラブも次年度は 45周年を迎えます。ク

ラブ計画書に記載されているように、創立年の

会長は西野繁雄様、副会長は橋本初亀社長、幹事

は松田真平県議であり、広報には江崎友次郎会

員もチャーターメンバーとしていらっしゃいま

す、その他にも静岡カントリーの川村裕二様、順

心、明誠高校の仲田弘之様、共立印刷の小林治助

様や、そのほか、当時のこの地域のリーダーの方

達がズラリと並んでいます。 

他クラブの記念例会に一人で参加させていただ

く、初めての事でしたが、改めて我々クラブを含

めてロータリークラブの歴史の重みを感じた時

間であり、その仲間に参加させてもらっている

という誇りを感じた一日でした。 

余談ですが、台湾で最初の台北市のロータリー

クラブは日本の統治下の元、あの米山梅吉翁が

作ったそうです。そして、もう一つの余談として、

静岡クラブは昭和 10 年創立の為、15 年から 25

年の間、世相を鑑みて一時解散の形を取ってい

たそうです。 

そしてその解散は日本で一番早かったと疋田会

長がおっしゃっていました。 

揉め事を避ける、空気の読める静岡県人です。 



2126‐2 

 

再創立の時の親クラブが東京ロータリークラブ

ですので、先ほどの系列をたどりますと、藤枝ク

ラブは東京ロータリークラブの曾孫に当ります

ので帝国ホテルでのメーキャップに曾孫として

参加できたらいいなと思っています。 

長くなって申し訳ありませんが、あと一つご報

告があります。 

1 月の理事会で 16 年度の米山留学生の世話クラ

ブ．カウンセラーを依頼されていましたが、土屋

富士子君、松田真彦君が引き受けていただける

という事で了承させていただきました。この都

度、奨学生の身上書が届きました、又、非常に優

秀な学生のようです。 

名前はキム テワン君、静岡文化芸術大学大学

院デザイン専攻の 4月から 2年生の 24歳韓国人

男子学生です。 

数年前、石垣さんにバングラディシュのプロタ

ート君のカウンセラーをお願いして以来になり

ますが、石垣先輩にいろいろアドバイスいただ

き、土屋さん、松田君にお骨折いただきます、そ

してクラブ全員であたたかく支援していきたい

と思っていますのでよろしくお願いいたします。 

それではこれで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。 

■ 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％ 34／41 82.92％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○栗原君 ○鈴木邦君 ○竹田君 ○仲田晃君 

○仲田廣君 ○間野君 池谷君 大杉君 

(２)メークアップ者  

鈴木 透君（焼津） 杉山 静一君（焼津南） 

大石 英典君（焼津南） 鈴木 邦昭君（焼津南） 

間野 日出男君（焼津南） 

■ スマイル B O X          平野 純也君 

・2 月 6 日早朝に発生した台湾南部地震では、

117 名の方がお亡くなりになりました。この度

被害が大きかった台南市に寄付金をお届けし

ようと募金を募っています。恐れいりますが、

1 口 1000 円で何口でも結構です。お気持ちを

頂ければ幸いです。      江﨑 晴城君 

スマイル累計額  １６０，０００円 

■ 会 員 卓 話                  

 

 

ゴルフ同好会 

  山田 賀昭君 

 

 

 

藤枝ロータリークラブには、ゴルフ 写真 麻

雀 カラオケの同好会があります。 

どれも大変楽しめる同好会です。 

本日は 同好会の中でも唯一 ゴルフ同好会が

活動していることで卓話を担当させていただき

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

昨年 8 月に菅原さんから幹事を務めていただき

たいと依頼があり、私自身、ゴルフが大好きなこ

と、また、親睦旅行にて大仁カントリーで同好会

のゴルフに参加し、みなさんと大変楽しくゴル

フをさせて頂きました。 

幹事は大変だろうなと思う以上に、楽しいゴル

フ同好会の幹事なら喜んで引き受けしようと思

い 2015年-9月よりスタートいたしました。 

 

栗原リーダーのもと 21名の会員様に登録いただ

いており・年会費 10.000円を 4回のゴルフ大会

の運営に充てております 

 

幹事をつとめるうえで私自身、三つの課題をも

って勤めさせていただきます。 

1.できるだけ多くみなさんに参加していただけ

るように進める事 

2.ゴルフ大会をとうして いっそうの親睦が深

められるよう配慮をする事 

3.ゴルフ大会をとうして 楽しい思い出をつく

り・心身ともに 健康増進につながるように 

運営にあたる事 

 

以上の 3 つを信条としすすめてまいりますので 

メンバーの皆さん今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

活動報告  

昨年  9月 第 1回大会を開催 

   12 月 第 2 回大会並びに忘年会を開催い

たしました。 
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いずれも多くの皆さんに参加していただき 両

日とも 天候にもめぐまれてとても楽しく開催

できました。 

皆さんに見て頂けるように写真を DVD アルバム

にまとめてきました 10分程度ご覧ください。 

 

ご覧いただけましたように、例会では見たこと

ない素敵な笑顔がいっぱいです 

プレーをするなかパートナー同士 親睦が深め

られます。 

自然のなかでのびのびと体を動かし、楽しい笑

いのなか、ますますの健康増進が図られていま

す。 

活気のあるゴルフ大会となり、交流も生まれ 

ロータリーの運営にも・・・ 

是非、カラオケ 麻雀 写真同好会も是非 活

動してみてください。 

好きな趣味を共有して遊ぶことで メンバー同

士の交流がふかめられ、楽しい時間が過ごせま

す。けいさい 

 

本日、第 1 回 ゴルフ同好会卓話パットコンペ

を開催いたしますので、みなさんと楽しみたい

と思います。 

 

パットパットゴルフコンペ開催 

各テーブル 代表

選手 2 名 選出を

お願いいたします。 

各ポイント位置よ

りカップインする

とポイントが加算

されます。 

本日は 2 回 プレーしていただきます 1 回競技

のあと、獲得ポイントを確認し 2 回目のトライ

してください。 

パットの説明・・・グリーン芝の説明 

一位のテーブルの

皆さんに 賞品を

用意いたしまし

た。 

順番はテーブルア

ルファベット順で

お願いいたしま

す。 

声援よろしくお願いいたします。 

 

競技終了 表彰式   

競技の感想 

ゴルフやってみようかな・・思ってくださいまし

たら、是非 私にまかせてください、楽しく同好

会ゴルフにておもてなしをいたします、是非と

も入会をおまちしております。 

ゴルフをして 持ち帰るものは スコアーや賞

品ではありません 楽しくお付き合いした親睦

であり思い出や体験です。 

 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／大石君） 


