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■ 副 会 長 報 告       大長 昭子君 

12 月 11 日㈰主人

と上野の東京芸術

大学奏楽堂で開か

れた「レクサス

コンサートイン

東京芸大 2016」

行ってきました。 

2006 年から毎年

開かれ 11回目になります。 

演奏した「東京芸術大学レクサス特別オーケス

トラ」は、芸大の特別な配慮の基、芸大の先生、

学生の方々を中心に特別に編成をし、2日間 4回

公演限りのスペシャルオーケストラで、今回は、

「魅惑のロシア音楽」を楽しんできました。 

お客様対象のコンサートですが、車を販売する

だけではなく、ほんのりしたひとときを頂き

とてもうれしく思いました。 

芸大は、明治 20年わが国唯一の国立総合芸術大学

として創設され、世界水準の教育・研究活動を

展開し数多くの芸術家を育成・輩出し国内外に

広域かつ多様な芸術活動や社会実践を通じて、

我が国の芸術文化の継承発展に寄与されており、

2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて

障害のある人たちとともに生きる力を体感する

「障害とアーツ」などの普及活動も行っている

そうです。 

近年の学校改革により、企業・地域等との連携や

社会貢献等変化が求められているようです。 

■ 理 事 会 報 告         島村 武慶君 

・1・2 月プログラムについて、承認されました。 

・後期会費について、承認されました。 

・クリスマス夜間例会について、食事メニューの 

 追加が承認されました。 

・45 周年記念行事について、継続審議になりました。 

・藤枝市長杯ジュニアユースサッカー協賛に

ついて、通年通り、20,000 円協賛金で承認

されました。 

・明誠高校サッカー賛助金について、2 口 10,000 円 

 の賛助金で承認されました。 

・ＩＭの呑み比べ代表者選出について、荒井聡君が 

代表者で決定しました。 

・事務局の新規勤務時間について、1 月 10 日より

開局時間が月曜日から金曜日 9：00～17：00

までに変更になりました。 

・事務局冬季休暇は 12 月 27 日～1 月 6 日 14：00

までです。 

■ 出 席 報 告         土屋 富士子君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

31／42 73.80％ 34／42 80.95％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○青島鉄君 ○大杉君 ○落合君 ○櫻井君 

○鈴木邦君 ○鈴木舜君 ○仲田晃君 ○間野君 

○鈴木透君 池谷君 玉木君 

(２)メークアップ者  

鈴木 邦昭君（焼津） 松田 真彦君（焼津） 

杉山 静一君（焼津南） 

■ スマイル B O X        土屋 富士子君 

・藤枝学園（順心高校・明誠高校）が本年の高校 

 選手権に出場します。アベック出場。アベック 

 優勝を期待しています。12/31 明誠高校の

「応援バス 5,000 円（チケット。弁当込み）」

を企画しています。 

『5,000 円です！』是非応援に参加してください。 

大塚 博已君 

・誕生祝いありがとう。73 歳になります。12/17 

 松葉 隆夫君 

スマイル累計額  ８６，４３２円 
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■ 会 員 卓 話                  

 

 

45周年実行委員会 

委員長 

大塚 博巳君 

 

 

藤枝ロータリークラブ創立４５周年事業計画（案） 

1、記念式典・パーティ   

日 時  平成 29年 4月 22日（土）  

午後５時３０分 式典 

    午後６時１０分 パーティ 

会 場  オーレ藤枝 

2、記念事業   

（1）藤枝ブラバンフェスタ 

（高校音楽発表会） 

   日 時 平成 29年 4月 22日（土） 

午後 1時開演(午後 3時半終了) 

会 場 市民会館 

内 容 藤枝市内“高校６校の音楽発表会”

を企画 

   学生の音楽の集い・・・音楽を 

  通した若者のふれあいつくり 

   テーマ：青少年に“絆”と“夢”を！ 

 

（2）藤枝市「青少年教育事業」への支援  

「20万円」 

3、記念誌 「Ａ-4 （4ページ）」 

   内 容 会長・実行委員長挨拶、45 年の

歩み（歴代役員名、主な事業等）、 

参加者名簿、次第 等   

4、組 織  

創立 45周年実行委員会 

                   

                 実行委員長 大塚博巳                 

 

 

総務部会    式典部会     記念事業部会 

（会計）    （記念品）   (1)高校音楽発表会 

※記念誌   ※パーティー  （2）市事業支援 

部 会 長  平野純也     江﨑晴城      鈴木 透 
【副実行       【副実行 

委員長】       委員長】 

副部会長   菅原慎司     鈴木邦昭      山田賀昭 

 

 

 

5、予 算  総額 3,160,200円 

 

6、 参加者   110名 （ご案内予定） 

RC   地区         2名  

（ｶﾞﾊﾞﾅｰ、事務局員含む） 

第 5分区    16名  

（7ｸﾗﾌﾞ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐2名含む） 

南クラブ    20名 

白山      5名 

小計 43名 

その他 市長      1名 

藤枝商工会議所 1名 

市内 6校 校長 6名 

静産大     3名 

小計 11名 

 

藤枝クラブ        56名  

（ご婦人、事務局員含む） 

     ※ご婦人 受付等手伝っていただく 

 

 

 

 

 

45周年実行委員会 

 式典部会 

  江﨑 晴城君 

 

 

【藤枝ロータリークラブ 

創立 45周年記念式典・パーティ】 

 

日 時  平成 29年 4月 22日（土） 

17：30 式典 

18：10 パーティ 

会 場  オーレ藤枝 

控え室：2部屋（琉神・ＭＣ） 

（ステージ看板） 

 

 

（ステージ：2400×4800） 

 

 

 

 

 

藤枝ロータリークラブ　創立４５周年記念式典
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参加人数 113名 

記念事業（高校音楽発表会 

13：00～15：30藤枝市民会館） 

「藤枝ブラバン！フェスタ」 

    記念品 席に配置 

 

16：30 例会（50名程度） 
    写真撮影（102×152 キングサイズ） 
    お出迎え 
17：00 受付（ウェルカムドリンク） 
 
17：30 記念式典 開会挨拶 
 
17：35 記念事業紹介（ＰＶ） 
 
17：45 会長挨拶・チャーター挨拶・来賓紹介・ 

目録進呈 
18：00 来賓祝辞・藤枝市長・ガバナー補佐 
 
18：10 記念パーティ 乾杯挨拶 
 
18：15 歓談・アトラクション(琉神 30分～40分) 
 
19：25 「手にてつないで」・お礼の挨拶 
 
19：30 お見送り 

 

■ＴＯ ＤＯ事前準備 

平野 □ 案内文 

平野 □ 出欠ハガキ 

平野 □ 当日パンフレット（会長・実行委員長挨拶、 

 歴代会長、参加者名簿、次第、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ琉神、 

藤枝ブラバン！フェスタ紹介） 

平野 □ お礼状 

江﨑 □ 名札 席次名札 

江﨑 □ 当日 次第のパワーポイント作成 

江﨑 □ お土産（フォトスタンド、会員のみ集合 

 写真入り）※渡すタイミングに注意 

江﨑 □ 後日、会員のみに記念ＤＶＤ（記念事業、  

式典風景写真を盛り込む）を配布 

 

 

45周年実行委員会 

 記念事業部会 

  山田 賀昭君 

 

 

事業部会 報告 

記念事業部会は、高校音楽発表会の運営・開催を

担当いたします。 

鈴木部会長のもとで 

藤枝市内の高校 6 校の担当顧問の教師と打合せし、

発表会参加を承諾いただきました。  

名称 藤枝ブラバンフェスタ 参加学校は 

静清高等学校  音楽部 

藤枝順心高等学校 管弦楽部・アルプホルン部 

藤枝明誠高等学校 高校吹奏楽部 

藤枝北高等学校  ブラスバンド部 

藤枝東高等学校  音楽部 

藤枝西高等学校  音楽部     以上 6校 

 

9月 学校訪問 

    校長先生 各担当部 教師との記念事業 

藤枝ブラバンフェスタの主旨説明 

   藤枝ブラバンフェスタ参加のご案内を

いたしました。 

 

10月 各校 校長先生ならびに音楽部担当教師より 

参加の御内諾をいただきました。 

 

11月 音楽発表会の正式に参加申込書をご案内 

12 月 15 日までに提出依頼をお願いいた

しました 

申込書 

各学校の部活動 団体名  部員数 

活動内容 

演奏形態     演奏人数 

曲名       演奏時間 

楽器関係  演奏備品の要望  

ビデオ・写真収録について可否 

等のご記入を頂き詳細事項をご記入いた

だき 参加申込書をもとにプログラムの

作成を進めてまいります。 

 

事業を進めていく中で 

藤枝順心高校での志太地区音楽発表会の開催を知り 

10月 30日 見学してまいりました 

＜経費＞ （税別）

数量 単価 計

　　　ＭＣ謝礼 1 50,000 50,000

　　　琉神出演費 1 200,000 200,000

　　　写真撮影費 50 1,000 50,000

　　　オーレ飲食費他 1 847,000 847,000

　　　記念品代 100 900 90,000

　　　合計 1,237,000

（税込） 1,335,960
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ステージの配置 演奏グループの入替え方法と時間 

ステージ裏での楽器の配置等 

当日の人員等の参考となりました。 

 

1.発表会にあたり当日は みなさんの御協力を

お願いいたします 

2.プログラムと同時に進行案を進めてまいります 

 

■ ロータリーの友紹介    仲田 廣志君 

『ロータリーの友１２月号紹介』 

 

 

 

 

 

 

 

特集 奉仕、その後… 7～12ページ 

クラブ創立記念事業で施設に贈った記念品等の

アフターケアの記事 

クラブとしては寄贈して事業を終了したつもり

でも、その後のメンテナンスが必要なケースも

ある。メンテナンス活動を行っているクラブの

紹介。 

函館東ＲＣ 護岸壁絵画の「さよならセレモニー」 

観光スポットへ向かう幹線道路である函館漁火

通りにある長さ 500ｍの護岸用コンクリート壁に

1997年、クラブ創立40周年記念事業の一環として、

函館の風景や海の動物たちを描いた。20 年が

経過し、損耗が進んだ。市民や観光客に楽しんで

いただきたいという当初の目的、役割は十分

果たせて判断して消去をした。 

小田原中ＲＣ 小田原城の美観に一役 木製

時計塔のメンテナンス創立 20 周年記念事業として

20 年前に小田原城址公園に木製の時計塔を寄贈

設置。木製なので色が薄れ、コケも生え、せっかく

の寄贈品が、逆に公園の美観を損ねることに。

クラブで何年かに一度は、清掃、塗り直しのメン

テナンスを行っている。会員が集合し作業する

ことで、会員間の結びつきの強化につながり、

新会員にクラブの過去の奉仕作業を知ってもらう

良い機会にもなっている。 

我がクラブも、総合運動公園の時計台をはじめ、

過去、記念事業で施設等に寄贈している場所を

訪れて現状を把握する必要？ 

 

わが社の震災復興への取り組み 縦記事 4～8 ﾍﾟｰｼﾞ 

福島ヤクルト販売㈱ 代表取締役 渡辺 博美氏 

経営に大変参考になる記事。 

会社の業績を上げるには、マナーを備え使命感

のある人づくり。 

東日本大震災の際も、内部留保の資金を取り崩し

リストラしないで社員の雇用をした。結果、2年

程で震災前のレベルまで業績が戻った。 

 

★ 表 彰                          

《 親子正会員表彰 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江﨑 友次郎君  

江﨑 晴城君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／土屋君） 


