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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週、藤枝ロータ

リ ー ク ラ ブ の

2018-19年度の最初

の例会を無事終え

る事が出来ました。

例会後第一回の理

事会も開催され、

緊張の中本当に疲れた一日でした。つくづくと

一年は長いなと考えさせられましたが、「楽しく

なければロータリーではない」と自分自身に

言いきかせやり抜きたいと思います。 

本日もサッカーワールドカップロシア大会の

準決勝が行われましたが、その真っただ中に「働

き方改革法案」が可決されました。中小零細企業

の経営者としては年次有給休暇の取得ノルマ等

関心事も大いにあります。そんな中、1 年単位

の変形労働時間制にて運営している当社は、来期

８月1日スタートの一年間の就業計画を策定しま

した。面白い話題がありましたので紹介します。

新聞等に「政府は 2019 年４月 30 日の天皇陛下

の退位と同年５月１日の皇太子さまの新天皇即

位に向け、国民の祝賀ムードを盛り上げる施策を

検討している。改元の日ともなる 19 年５月１日

を祝日にしてゴールデンウイークを 10 連休に

する方向で検討している。即位に伴う儀式である

「即位の礼」などの記念貨幣も発行する。 

 

祝日法を改正し、19年に限って５月１日を祝日

にすると、４月 29 日の昭和の日と５月３日の

憲法記念日にはさまれた前後の平日を休日に

できる。土曜日の４月 27 日からの 10 連休が

可能になる。」 

と報道されています。現在の我社の計画は2019年

4月 30日と 5月 1.2日の 3日間は就業日としま

した。 

ただ報道通りになったのであれば、働き方改革

法案もあるので全員有給休暇としようと確認

しあいました。私個人は是非 10 連休になって、

10連休による消費喚起を期待し、休み中に元号を

改めれば官民が混乱なく和暦のシステムを更新

できる形を取ってほしいと思います。（勿論、

当社の仕事増は期待します。） 

以上、挨拶とさせて頂きます。 

■ 理 事 会 報 告       玉木 潤一郎君 

・8,9月度プログラムについて、承認されました。 

・G 公式訪問・G 補佐訪問について、承認され 

ました。 

・納涼夜間例会について、当日アトラクションに 

ついて承認されました。準備品については 

担当者へ確認となっております。またバスの 

用意も可能です。 

・藤枝市柔道退会について（賛助金 30,000 円） 

承認されました。当日は玉木幹事が出席致し 

ます。 

・９月職場訪問例会について、日程：９月１２日 

（木）・場所：中部電力㈱浜岡原子力発電所・ 

会員家族のお誘いが可能と、３点のみ承認され 

ました。タイムスケジュールについては、 

時間短縮も含めて継続審議となっております。 

・外部者の体験出席について、入会希望が限定・ 

ビジター費をお支払い頂く・事前に会長幹事へ 

がチェックの上、理事への書面案内で承認 
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された際に可能と承認されました。 

・6/20臨時理事会決定事項について、報告があり 

ました。 

・青少年交換派遣学生について、参加しない事の 

報告がありました。 

・冠講座日程について、10/30加茂川さん担当日 

と 11/6 村松さん担当日が交換と報告があり 

ました。 

・IA年次大会について、来年度年次大会がお金の 

 問題で日帰りにしたいと考えている。7/29.30の 

 年次大会で藤枝 RC の意見を持っていきたい。 

 日帰り希望で承認されました。 

■ 幹 事 報 告         玉木 潤一郎君 

・社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会様より 
前会長 井田久義様の退任、会長 水野明様の 
就任のご挨拶が届きました。 

■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

28／41 68.29％ 36／41 87.80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○栗原君 ○杉山君 ○鈴木邦君 ○平君 

○中田君 ○村松英君 ○森下君 ○竹田君 

江﨑晴君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 

青島鉄君 

(２)メークアップ者  

池ノ谷 敏正君（焼津南） 松田 真彦君（焼津南） 

青島 鉄男君（焼津南） 栗原 毅君（焼津南） 

竹田 勲君（焼津南） 杉山 静一君（焼津南） 

平 和則君（焼津）（焼津南）（掛川） 

村松 英昭君（焼津）（焼津南）（掛川） 

石垣 善康君（静岡日本平） 

■ 委 員 会 報 告        柳原 寿男君 

脱水のサインについて 

 アルコールを飲んで夜中に目覚めてのどが

渇いていたら、これも脱水の初期症状である。

更に飲み過ぎて二日酔いになると、頭痛やはき気、

全身倦怠感などが出てくる。 

 人体は成人で約６０％が水で構成されている。

体の中でも脳は８～９割り、胃や腸管も８～９割り、

筋肉でさえ８割りの水分で構成されている。

身体から２～３％の水欠乏で脱水の症状が現れる。

脳の症状で頭重感、めまい、ふらつき、注意力や

判断力の低下、消化器症状で嘔気、嘔吐、便秘や

下痢、筋肉で疼痛やけいれんが認められる。 

 触ってみて手が冷たい、皮膚につや、はりが

無い（ハンカチーフサイン、富士山サイン）

特に急激な体重減少は要注意。 

■ 会 員 卓 話                       

 

 

 

青島 克郎君 

 

 

 

ガバナー補佐とＩＭについて 

本日は村松英昭君の卓話が予定されていましたが、

ガバナー補佐として事務局長の平和則君と一緒に

磐田ロータリークラブへ初期訪問で出かけて

います。 

昨夜急遽、玉木幹事からガバナー補佐経験者の

私に卓話の依頼がありましたので務めさせて

いただきます。 

ガバナー補佐の選出は分区内のクラブが輪番で

行いますので、当分区では各クラブが９年に１度

程度の間隔で補佐を選任し、インターシティー

ミーティング（ＩＭ）を主催します。当クラブ

では 1972 年の創立以来 1985 年に第 4分区代理

として故宮崎敬之進君、1992 年に第５分区代理

として江崎友次郎君、2001年に第５分区ガバナー

補佐として故小沢敦君、2010 年に第５分区ガバ

ナー補佐として私青島そして今年度 2018 第４

グループガバナー補佐として村松英昭君が務め

ます。 

このようにガバナー補佐の名称も、分区代理→

ガバナー補佐→アシスタントガバナー（ＡＧ）

→ガバナー補佐と変わりました。ＡＧは5年ほど

前の榛南ＲＣの 

岩堀英二さんの年度1度だけです。分区の名称も、

第 4分区→第 5分区→第 4グループと変わり、

地区内の編成も変わりました。 

新年度になりますと夏の極暑の中、事務局長を

伴ってのクラブ訪問が開始します． 

年4回程度の分区内クラブ訪問、ガバナー訪問に

随行、地区会議、グループ内クラブの周年式典、

近隣グループのＩＭ、分区会議など年間 60 日

以上を費やします。 
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確かに大変な仕事ですが、得ることも大変多く

有意義な時間が過ごせます。 

今年度はクラブ編成が変わり、静岡地区の

3 クラブが抜け、磐田から掛川の 4 クラブが

加わり、クラブ数も９から１０に増えました。

今まで馴染みのないクラブが増えガバナー補佐

としては少々苦労が増えそうです。 

ＩＭは石垣実行委員長のもとホテルオーレでの

開催への準備が着々と進んでいます。クラブ員

全員が一致協力し成功させましょう。 

 

Ｒ．Ｌ．Ｉについて 

今年度の地区目標の一つにＲ．Ｌ．Ｉ(Rotary 

Leadership Institute)ロータリー・リーダー

シップ・研究会の導入を目指しロータリーの

活性化を図ろうと挙げられています。R.L.I とは 

草の根の、他地区合同のリーダーシップ要請

プログラムのことであり、その使命は高度の

リーダーシップ研修を通じてロータリークラブを

強化することです。 

当クラブでは今年度、RLI・規律グループを組織

しました。メンバーは小西恵一君、石垣義康君、

青島彰君、鈴木舜光君そしてリーダーとして

研修リーダーの私、青島克郎です。 

特にあえて規律ということが明記されています。

これは、前年度および 3 年ほど前に問題が発生

したことを考慮されたものと思われます。 

問題は会員増強の数が目標になり、何より会員の

質を重んじなければならないという大前提が

見過ごされがちになることです。 

改めて、4 つのテストが実践できる会員で構成

され、「あの方のいるロータリークラブに入り

たい」と言われるようなクラブ作りを目指す

ことが大切だと思います。クラブ員全員が高い

倫理観を持ち日々努力する必要を感じます。

若い会員や、役員と在籍年数の多い会員との

意思の疎通を図り気軽に相談したりできる

ように、この RLI・規律グループが活用される

ことを願います。  

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 

   7 月号紹介』 

今年度、ロータリ

ーの友の紹介をさ

せていただきます。

１年間、よろしく

お願いします。 

では今月号、横組みから紹介します。ＲＩ会長

夫妻とフラミンゴが写っている表紙です。 

まず、３ページ。  

ロータリーの友委員会委員長 片山主水様の

挨拶が掲載されています。 

毎月配られるロータリーの友。この購読料も

皆様の会費の中に含まれています。 

なんの気なしに受け取って帰り積読（つんどく）

の日々。私も含めそんな会員が多いのではない

でしょうか。 

ここにはロータリーの友の役割が紹介されて

います。一読して、再確認してみてはいかがで

しょうか。 

続いて、６ページ。 

ズバリ、ロータリーとは何か、そしてロータリーの

目的が紹介されています。 

入会年の若い会員はもとより、ベテラン会員にも

振り返りの意味で読んでいただきたい記事です。 

そして、続く７ページからは、バリー・ラシン

ＲＩ会長のメッセージに続き会長の紹介特集が 

組まれています。 

会長はバハマ人だそうです。バハマと聞いて私は

ピンときませんでしたが、カリブ海のキューバの

近くにある島国の方でした。 

彼の人生観はもとより、ロータリーに対する

姿勢や考えが読み取れます。改めて言うことでも

ありませんが、リーダーたる会長は、しっかり

とした信念と考えをもって、世界のロータリーを

引っ張ってくれていることを感じさせてくれる

内容となっています。 

２２ページから、今年度の各地区のガバナーの

横顔が掲載されています。 

我が２６２０地区の星野ガバナーは３２ページに

紹介されています。ご覧ください。 

そして４５ページは、文庫通信。 

ロータリー文庫のデジタル化、ウエブ化の話題が

載っています。いろいろなところでデジタル化が

進んでいますが、ロータリー資料のデジタル化に

より、ロータリーの事で調べたいことがでた

ときは、いつでもどこからでも調査が可能になる

のではないのでしょうか。 

５６ページ。 

恥ずかしながら、友の係となって初めて気が

つきましたが、パズルと詰め将棋が掲載されて

います。 

友にはこんなページもあったのですね。プレゼ

ントもありますので、時間のある方はトライして
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みてはいかがでしょうか。 

続いては、縦組みを紹介します。先ほどの裏表紙

から開いてください。 

縦組みは、日本全国の地区、クラブの活動が

メインで紹介されています。 

まずはスピーチ。 

今月は、2740 地区の地区大会で行われた藤重

佳久様の記念講演の要旨が掲載されています。 

音楽を通しての人間教育についての藤重様の

持論と経験談がちりばめられた内容です。 

縦組み１３ページ 友愛の広場 

同じく１８ページ 卓話の泉 

同じく２０ページ 俳壇、歌壇、柳壇 

そして２２ページ ロータリーアットワーク 

と、各クラブの活動や各会員の作品などが紹介 

されています。 

今月号には、私とご縁があった方の記事の掲載が

なく、残念でしたが、もしかしたら皆様のお知り

合いの方の記事があるかもしれません。 

是非、探してみてはいかがでしょうか。 

■ 奨 学 金 授 与                 

 

 

米山奨学生 

リジヤニ・ 

アギスタさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《7～8 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（担当／山田君） 

月 火 水 木 金 

7/16 17 18 19 20 

閉局 10：00～

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 10：00～

16：00 

23 24 25 26 27 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

12：00 

9：00～

16：00 

30 31 8/1 2 3 

閉局 閉局 9：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～

16：00 

6 7 8 9 10 

10：00～

16：00 

閉局 9：30～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

閉局 

13 14 15 16 17 

閉局 閉局 閉局 閉局 10：00～

16：00 

20 21 22 23 24 

10：00～

16：00 

閉局 9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

27 28 29 30 31 

10：00～

16：00 

9：00～

16：00 

閉局 閉局 10：00～

16：00


