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■ 副 会 長 報 告       島村 武慶君 

２０１８－１９年

度の地区研修・協

議会は４／１４

（土曜日）にアピ

オ甲府にて村松ガ

バナー補佐をはじ

め藤枝クラブメン

バー総勢１２名で行って参りました。富士吉田

市民会館での開催の会長エレクト研修セミナーに

続き山梨開催でしたので、道中はバスでの移動

でした。楽しい仲間で行くバスの旅？は楽しい

もので、賑やかな一日で会議等々大変充実した

一日になりました。 

星野喜忠ガバナーエレクトの挨拶の中で、

2018-19 年度国際ロータリー会長のバリー・

ラシン会長の年度方針【インスピレーションに

なろう】-ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ-

を【インスパイヤーになろう】と置き換えて

今回は説明され、意味合いを少し実感した次第

です。ロータリー活動を「感化、啓発、鼓舞、

または奮い立たせたり、ひらめきや刺激を与え

たりすること。」と理解し、【インスピレーション

になろう】を目標にしていきたいです。責任ある

リーダーの育成として、【ＲＬＩ（ロータリー・

リーダーシップ研究会）の重要性】の話の割合も

多かった事も印象的でした。また、【ロータリーの

公共イメージの向上】を図ろうと呼びかけられ

ましたので、そんな意味合いの例会内容を組み

入れた活動もしなければならないと感じた次第

です。 

以上、報告とさせて頂きます。 

 

 

 

■ 臨 時 理 事 会 報 告    大塚 高弘君 

・大長昭子会員の退会について、承認されました。 

・会長後任について、直前会長が適任との事で

承認されました。その後、例会内で行われ

ましたクラブ総会にて、鈴木舜光直前会長が

本年度、残りの会長職についていただく事が

承認されました。なお、次年度パスト会長も

鈴木舜光君に務めていただく事が決まりました。 

・事務局の後任者について、5月より引継ぎを

して頂き、7月 2日より須藤真穂（すどうしほ）

さんが勤務してくださる事が承認されました。 

■ 幹 事 報 告          大塚 高弘君 

・公益財団法人ロータリー米山奨学会より 

ハイライトよねやま 217 号が届きました。 

■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／42 85.71％ 34／42 80.95％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大杉君 ○菅原君 ○大長君 ○仲田晃君 

江﨑晴君 鈴木透君 

(２)メークアップ者  

杉山 静一君（藤枝南） 大塚 博巳君（藤枝南） 

増田 貴行君（藤枝南） 青島 彰君（藤枝南） 

松田 真彦君（藤枝南） 

■ スマイル B O X         仲田 廣志君 

・本年 3 回目雨天順延かと思って 4 月 15 日の

ゴルフコンペが無事開催できました。おまけに

優勝させていただきました。ありがとうござい

ました。            村松 繁君 

・結婚してから 45年目になります。より愛情が

深まってきたと感じているのは、私だけの様

です。             青島 彰君 
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・ありがとうございます。ご機嫌取りに使いたいと

思います。           鈴木 邦昭君 

スマイル累計額  １２４，６００円 

■ ク ラ ブ 総 会         

１号議案：残２ヶ月を慣例にしたがい直前会長に

会長をおねがいする。 

２号議案：次年度パスト会長も鈴木舜光君に

決まりました。 

■ 地 区 研 修 協 議 会 報 告     

 

 

島村次年度会長 

 

 

 

 

星野喜忠ガバナーエレクトの挨拶の中で、

2018-19 年度国際ロータリー会長のバリー・

ラシン会長の年度方針【インスピレーションに

なろう】-ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ-

を【インスパイヤーになろう】と置き換えて

今回は説明され、意味合いを少し実感した次第

です。ロータリー活動を「感化、啓発、鼓舞、

または奮い立たせたり、ひらめきや刺激を与え

たりすること。」と理解し、【インスピレーション

になろう】を目標にしていきたいです。 

 

 

 

平野公共イメージ 

向上担当 

 

 

 

公共イメージ向上委員会の分科会では、まず、

野口パストガバナーからお話がございました。

日本のロータリー会員が年々減少し、現在９万人

ですが、2 年後の 2020 年には 10 万人を超して

いきたい。会員が減ったため日本のゾーン構成

では、3 ゾーンあったものが 2020 年から 2.5

ゾーンになることが決まり、これは日本ロータ

リーの主張が通りにくくなってしま恐れがある。

年間 3.5％増を５年間目指したい。それには

ロータリーのイメージを上げていく必要があり

ます。現在はロータリークラブが何をしているか

知られていないのが現状ではないか。解決策

としては具体的には、HPや FB、ツイッターなどで

広報。あるいは新聞にて PRするなどがあります。

また、外向けの広報活動が必要。銀行や役所へ

広報誌を置かせてもらう。あらゆる手段を使って

PRをすることで、会員拡大に繋がる。との話が

ございました。 

また、委員会での今年度の計画としましては、

富士吉田西 RC の奥脇委員長から説明がありま

した。内容としましては、 

① クラブセントラルの 100％活用  

② 世界ポリオデープロジェクトの実施 （9/1

～10/23 の間に全クラブにて PR＆募金活動

を実施する。 予算 50万円） 

③ ポリオデー新聞広告（2018年10月 24（水）に

合わせて、静岡県山梨県で全面広告を掲載

する。） 

④ SNS を活用した内外への広報活動（フェイス

ブックを利用しクラブの活動を外部に発信

する共に、各クラブで情報を共有する。） 

 

 

 

加茂川職業奉仕 

リーダー 

 

 

 

〈職業奉仕分科会〉 

 2018～2019年度の地区職業奉仕委員会  

 高野孫左ヱ門 PG（甲府 RC）アドバイザーは 

所要により欠席 

 相川義美（都留 RC）地区委員長 挨拶につづき 

 テーマ 

 ☆ロータリーの基本理念について 

 ☆職業奉仕の手引き:実践しよう 

 上記、二項目について、相川地区委員長より 

説明がなされました。 

 また、職業奉仕と職業分類についてのアンケート 

がありました。 

分かる範囲でアンケート対応をしました。 

（クラブ名の記載項目は、無くグループを記載） 

次に平成３１年１月の職業奉仕月間における 

職業奉仕セミナーの案内がありました。 

・開催日時 平成３１年１月２６日（土）  

 ・開催場所 山梨県立男女共同参画推進 

センター ピュア富士 
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 ・講師 黒田正宏 PG（八戸南 RC） 元 RI 

 職業奉仕委員会委員長、元 RI理事 

 ※冬季のため冬用タイヤ等対策をして来て 

くださいとコメントがありました。 

最後に山地峯治（浜松西 RC）地区副委員長に 

よる終わりのあいさつで分科会は終了の運びと

なりました。 

 ・小林禎治（都留 RC）地区委員（司会） 

 ・参加者は約７０名 

 

 

 

 

青島鉄国際奉仕 

リーダー 

 

 

 

〈国際奉仕分科会〉 

奉仕の理想…「The Ideal of  Service」 

 

「自らの職を与えてくれた社会、また己の職を

活かし続けさせてもらっている社会に感謝し、

私生活、社会、職業生活において利己的な欲求は、

最小限にとどめ常に他に奉仕する」を目標とする。 

 

 今回は社会奉仕、国際奉仕の合同セミナーの中、

我が国だけではなく、国際的な奉仕活動と考え、

幅広い分野での活動を見据えたテーマとなった。 

 

 基本は社会奉仕の中で、各人の活動をいかに

外に向け、奉仕の垣根はなく、お互いが一つの

奉仕（目的）に向け汗をかく事が大切。 

 

国際奉仕 

グローバル補助金 ・地区補助金の積極的な

利用 

各クラブで挑戦してもらいたい。 

活動内容が十分世間に対して PR・テレビ

等のメディアの活動も必要 

楽しんで奉仕に参加していく事 

 

 

 

 

 

土屋富米山 

カウンセラー 

 

 

 

〈社会奉仕分科会〉 

社会奉仕と国際奉仕はセミナーが合同でした。

親睦を図り皆で汗を流して奉仕活動をしましょう。

クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・

青少年奉仕・皆同じ奉仕であり幅広い分野での

活動をしますように。 

4月 15日は新米山記念奨学生・世話クラブカウン

セラーオリエンテーションがございました。 

藤枝ロータリークラブでは、インドネシア出身・

静岡産業大学情報科３年生の方をカウンセリング

に決まりました。２年間です。名前はリジヤニ・

アギスタさんと言います。月に最低 1回は例会に

参加いたしますので宜しくお願いいたします。 

 

 

 

玉木次年度幹事 

 

 

 

 

幹事としては資料にある通りで特に目新しい

報告はなし。 

会員増が急務であると再認識しました。 

 

 

山田奉仕プロジェクト委員長 

〈青少年奉仕分科会〉 

 

青少年奉仕委員会 

インターアクト小委員会 

ローターアクト小委員会 

青少年交換小委員会 

青少年交換学友会委員会  小委員会に組織され 

2018-2019 年度事業計画が各委員長より発表され

ました。 

 インターアクトクラブは 2620 地区では 18

クラブ活動しております。 

 インターアクト提唱クラブとして分科会に

参加してまいりました。 
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インターアクト小委員会   

静岡 RC  谷本宏太郎委員長 

 

実施事項 

2018.6.16   ロータリアン・顧問先生との

連絡協議会の開催 

2018.7.29 30 インターアクト年次大会  

ホスト校 沼津中央高校 

2018.11.18  指導者講習会       

ホスト校 甲府商業高校 

2019.4.28   インターアクト全国研究会  

生徒、顧問先生、地区委員対象 

       福岡国際会議場にて開催 

 

委員会活動 

インターアクトクラブの広報、プログラム推

進事業取組み 

  活動内容 

   新インターアクトクラブ推進支援 

   地区内インターアクト提唱 RCクラブ訪問 

   インターアクトクラブ年鑑を地区ホーム 

ページに作成・掲載 

 

 

松葉隆ロータリー財団リーダー  

〈ロータリー財団分科会〉 

 

 

 

 

 

栗原米山奨学金担当 

〈米山記念奨学分科会〉 

 

・2017～18年度は、財団設立 50周年記念の年。 

 

・寄付のお願い 

寄付が増えればより多くの奨生を採用できる。 

 

・2018次年度   新規採用者 19名 

                   継続者 6名 ｝25名 

当藤枝クラブ インドネシアからの女子 1名 

（2年継続） 

世話クラブ引受 4回→5回に成ります。 

 

当地区の目標額 

普通 4,000円＋特別 12,000円 

年額 16,000円 

 

増田 貴行・新会員 

〈会員増強・維持委員会分科会〉 

 

会員増強・維持委員会、新会員の分科会に参加

してきました。内容は女優の語りによる米山梅吉

の生涯の紹介および志田パストガバナーによる

講演でした。二人の講師の講演を通じて、ロー

タリークラブの創立の歴史とこれからのロー

タリークラブの活動を学ぶことが出来ました。

米山梅吉記念館が長泉町にあると知りましたので

一度訪れてみたいと思います。 

 

石川 茂樹・新会員 

 

新入会員に対し、米山梅吉及び米山財団に対する

知識向上のため、女優さんを招いての一人芝居を

観劇。また、会員拡大・維持に関する分析及び

目的をご指南いただきました。なんとなく感じて

いたことが明確になり会員拡大に対する意識や

ロータリークラブ全体の課題などを認知する

ことが出来ました。協議会そのものも勉強に

なりましたが、往復のバス移動が特に楽しく

過ごせたので、このようなイベントには今後も

参加したいと思います。 

 

 

 

 

（担当／加茂川君） 


