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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

本日は、国際ロ

ータリー2620 地

区第 4グループ・

ガバナー補佐 村

松英昭様・同事務

局長の平和則様

を迎えての期首の

ガバナー方針伝達とクラブ協議会を開催します。 

何卒宜しくお願いします。 

先週ご紹介しました、地元藤枝市開催の平成 

30年度全国高等学校総合体育大会女子サッカー 

競技が無事閉会しました。サッカーの街「ふじ

えだ」に相応しいイベントと声を大きくしました

が、私が実際に観戦に行った準決勝の藤枝順心

ｖｓ常盤木学園（今大会優勝チーム）は多く 

の観戦者の中、熱戦が行われました。藤枝順心 

高校の結果は残念ながらベスト４となりましたが、

御当地チームの面目は十分に果たせたのでないか

と思います。また 6日間開催という選手にとって

はタイトな大会でしたが、とても良い大会運営で

あったとも思います。藤枝順心高校には是非冬に

リベンジして欲しいものです。 

暑い８月に入り我が家はいつもと違うお盆を 

迎えます。母の初盆で準備がいつもより多く、 

例年とは違い来客も想定しなければなりません。 

いつもと違う一年のルーティーンという事で

来年の年賀状も今年は出せません。我社の仕事

にも関係する、２０１９年用の年賀葉書きのニ

ュースが入ってきましたので紹介します。 

（以下記事） 

日本郵便は７月３０日、２０１９年用の年賀

はがきのデザインを発表した。２０年東京五輪・ 

パラリンピックの公式マスコット「ミライトワ」と

「ソメイティ」が描かれた両大会への寄付金付き 

はがきを販売する。お年玉くじの賞品では、

東京五輪への招待を用意する。 

 マスコットをあしらった年賀はがきは３種類で

計４１４０万枚販売する。いずれも通常の６２円

より高い６７円で、５円分が大会の運営などへの

寄付金となる。販売は、ほかの年賀はがきより

１カ月早い１０月１日に始め、若年層を中心に

続く「年賀状離れ」に歯止

めをかけたい考えだ。全国

各地のマスコットなどを描

いた「地方版」の年賀はが

きも１９種類発行する。 

 お年玉くじの賞品では五

輪への招待のほか、１等の

現金を前年の１０万円か

ら３０万円に引き上げ

る。抽選は来年１月２０

日にある。 

（以上記事） 

最近では、若年層の大半はライン等のＳＮＳで

新年の挨拶をすませる為、年賀はがきの発行

枚数は 2003年をピーク（44億 5936万枚）に 2018

年は約 65％(29億 6526万枚)と毎年 4％程度減少

している。我社の事業にも関係があるので、

今回のオリンピック企画（発行枚数の下げ止まり

策）が成功をするように切に願う次第です。

最後に、今回の例会にて西日本豪雨災害義捐金の

募集を終了しますのでご了承願います。多くの

方のご理解・ご援助ありがとうございました。 

 

■ 幹 事 報 告          玉木 潤一君 

・国際ロータリー第 2620地区 2018-2019年度 

ガバナー事務所より 

2018年 10月 27日（土）・28（日）開催の、 

地区大会の案内が届きました。 

東京五輪・パラリンピッ
クの公式マスコットを
あしらった年賀はがき
（日本郵便提供） 

 

http://www.asahi.com/topics/word/日本郵便.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
https://www.asahi.com/paralympics/
http://www.asahi.com/olympics/2020/
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀状.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
http://www.asahi.com/topics/word/年賀はがき.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730004585.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730004583.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730004583.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730004583.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180730004583.html
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・8/1理事会資料より 

新会員「内田寿美さん」の入会申込書を回覧 

させて頂きました。 

■ 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 

35／41 85.36％ 36／41 87.80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○石間君 ○江﨑晴君 大杉君 

鈴木舜君 仲田晃君 

(２)メークアップ者  

江﨑 晴城君（静岡東） 平 和則君（島田） 

村松 英昭君（島田） 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

＜8/1の分＞ 

・妻への誕生日プレゼントありがとうございます。 

しっかり自宅へ持って帰ります。加茂川 誠君 

・８月 21日、同日に 68才と 66才になります。 

何時まで続くか、記録更新にチャレンジある 

のみです。ありがとうございました。 

平 和則君 

・会員誕生祝ありがとうございます。暑さに 

負けず新たな１年頑張っていきます。  

土屋 秀夫君 

・誕生日のお祝いありがとうございました。 

また一年がんばっていきます。平野 純也君 

・先月の妻にお祝いに続き、私のお祝いありが 

とうございます。       石川 茂樹君 

・お祝いありがとうございます。今月で 54才に 

なります。これからも宜しくお願いします。 

大塚 高弘君 

・結婚 11 年を迎える事ができました。お祝い 

ありがとうございます。    増田 貴行君 

スマイル累計額 １７ ，０００円 

■ ク ラ ブ 協 議 会               

 クラブ管理運営委員会 委員長 

             平 和則君 

基本方針 

 クラブ管理運営委員会の役割を委員全員が

共有し、明るく楽しいクラブ運営を目指します。

また、新たに始まった静岡第 4グループの会員

として交流を深めていきます。 

委員会の構成 

 委員会は、会場設営、プログラム担当、親睦

担当、出席・スマイル担当、保健担当の 5つの

部門で構成し、各部門が連携して円滑なクラブ

運営ができるように活動します。 

 

各部門の活動方針と事業計画 

1.会場運営 

  例会(冠講座、夜間例会、早朝例会含む)の

運営及び設営業務をグルーブ単位で担当し 

 例会が円滑に運営されるように努めます。

また、クラブ会報等を発行し、会員への情報

提供を推進します。 

2.プログラム担当 

  クラブ、委員会、会員、外部、同好会、

米山奨学生の担当卓話を実施します。今年度は

会長方針に基づき「パスト会長卓話」を新たに

設けて、藤枝クラブの伝承を通じて RLI(ロー

タリー・リーダーシップ研究会)の意義を

会員に伝達します。 

3.親睦担当 

  納涼、クリスマス、創立、最終の夜間例会を

実施し、会員及び夫人・ご家族との交流を図り

親睦活動を促進します。また、藤枝南 RC と

合同の新年賀詞夜間例会を実施し、クラブ間の

交流を図ります。 

4.出席・スマイル担当 

  昨年度に続き出席率の目標を 85％、スマイル

の年間総金額 20％拡大を目指して活動します。 

5.保健担当 

  会員とご家族の健康のため、正しい医療情報を

機会あるごとに提供します。 

また、年 1回の健康卓話を実施します。 

 

 

 

奉仕プロジェクト 

  委員会 委員長 

山田 賀昭君 

 

 

委員会担当部門は、職業奉仕、社会奉仕、環境

保全、国際奉仕を構成いたします。 

職業奉仕リーダーに 加茂川 誠会員 

副リーダー 鈴木 透会員 

社会奉仕リーダーに、土屋富士子会員  

副リーダー 森下 敏顯会員 

環境保全、国際奉仕リーダーに、青島 鉄男会員 

副リーダー 大杉 暢彦会員 
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基本方針は 

職業奉仕事業は 職場訪問例会を 9 月.1 月に

実施いたします。 

職場訪問をとうして 会員メンバーの事業の

発展、活性化につながるよう進めてまいります。

9月 12日は中部電力株式会社 浜岡原子力発電所

を見学最先端の防災、危機管理体制を学び 

エネルギーの理解と会員事業所、家庭の防災

対策に役立っていただきたいと思います。 

社会奉仕事業のメインは、静岡産業大学の冠

講座の継続と実施です。 

10月 9日より 12月 18日までを期間とし 11回の

講座を進めます。 

10 月 9 日は 

国際ロータリー2620 地区ガバナー星野様 

11 月 13 日は 

国際ロータリー2620地区パストガバナー村松様 

冠講座を例会事業として実施いたします。 

国際奉仕事業は、継続事業でもある 藤枝市

国際友好協会への協力をいたします。 

以上の活動を進める中で ロータリーの奉仕

理念に通じる事業を目指し 活動をとうしての

会員相互の親睦を深め、会員メンバーの発展と

藤枝ロータリーの発展に導けるように活動して

まいります。 

 

 

 

青少年委員会 

委員長代理 

河森 栄介君 

 

 

本日、松田委員長が席を外しておりますので

インターアクト担当の河森が代わりに話させて

頂きます。 

青少年員会は子供達を後方から支援するという

事が目的となっています。 

インターアクトにつきましては、先月沼津の

地で開催される予定だった年次大会が台風の

関係で残念ながら中止となってしまいました。 

この日の為に貴重な時間を使って準備された

関係者の皆様の事を考えると心が痛みます。 

次回、11月に行われる指導者講習会の方で、年次

大会の内容を確認して来たいと思っています。 

 

また、来年は年次大会が藤枝主催となりますので

その際は皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 

ロータリー財団 

委員会 委員長 

松葉 隆夫君 

 

 

8月 11日は「地区ロータリー財団セミナー」に

出席し、学んで参ります。グローバル補助金を

使用して、「藤枝再発見健康ウォーキング」を

2019-2020年に実行する予定です。 

■ ガバナー補佐訪問               

 

国際ロータリー 

第 2620地区 

静岡第４グループ 

村松 英昭 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 

 

今年度静岡第 4グループ ガバナー補佐を務

めます、藤枝ＲＣの村松英昭です。 

職業は歯科医師です。 

東から焼津、焼津南、藤枝、藤枝南、島田、榛南、

掛川、掛川グリーン、袋井、磐田の１０クラブで

構成されています。 

今までほとんど交流のなかったクラブの仲間と

の出会いを大切にして、親睦を図ってください。 

今年度の星野ガバナーは山梨県大月ＲＣです、

大月ＲＣは会員数 17名のクラブです。 

星野ガバナーの御父上は藤枝市のご出身です。

藤枝市小石川の杉井家です、杉井酒造の.本家に

あたります。 

星野ガバナーの方針をお伝えします。 

今年度ＲＩ会長テーマは「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮ

ＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」（インスピレーションに

なろう）です。 

インスピレーションにはさまざまな意味があり

ます、良い思いつき、着想、感化、刺激・激励・

鼓舞させる人等々。今年度のテーマは、各ロー

タリアンが、その地域で行う奉仕活動を通じて

一般社会にロータリーはなにをしている団体

なのかを浸透させ、ＤＯＩＮＧ ＧＯＯＤ ＩＮ 

ＴＨＥ ＷＯＲＬＤを掲げる国際ロータリー
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として、ロータリークラブはもとより、個々の

ロータリアンもその言動や行動を通して、地域

社会の人々へも良いインスピレーションになれる

よう努力することを訴えられているのだと拝察

いたします。これは公共イメージの向上にも

つながると思います。良いインスピレーションに

なれるようなクラブ運営やロータリー活動が

できるよう、共にまい進いたしましょう。 

 

２０１８－１９年度 地区目標 

１． 会員増強・維持  

４０名未満のクラブ｛純増１名以上｝ 

４０名以上のクラブ｛純増２名以上｝ 

２． ロータリークラブ・セントラルの利用 

３． ロータリー財団への寄付と補助金の 

積極的活用 

・ＵＳ＄１５０/ 人・年｛ゼロクラブ・ 

ゼロ｝ 

・ベネファクター｛各クラブ１名以上｝ 

・ポリオへの寄付｛ＵＳ＄３０/人・年｝ 

・ロータリーカード加入促進 

・地区補助金、グローバル補助金の活用 

・ロータリー平和フェローシップへの 

理解を深める 

４． ロータリー米山記念奨学会支援 

・奨学生支援｛世話クラブ、カウンセラー 

引き受け｝ 

・寄付推進｛￥１６、０００/人年以上 

（普通・特別寄付合算） 

５． 地域社会のために奉仕活動をすることを

通じて「ロータリーの公共イメージの向上」

を図ろう 

６． 各委員会事業への理解と参加 

７． ポリオを撲滅させよう 

８． ２０２０年日本のロータリー100 周年を

祝おう 

９． 米山梅吉記念館への支援 

１０． ２０１８－１９年度ロータリー賞（旧ＲＩ

会長賞）への挑戦 

１１． Ｒ．Ｌ．Ｉ．（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 

１２． 新グループ編成の定着を目指し 

１３． 地区大会（10月２７，２８日）への参加 

１４． 国際大会（ドイツ・ハンブルグ）2019年

6月 1日（土）～5日（水）への参加 

 

ガバナー公式訪問 

・クラブ同士のつながりと親睦を深める機会に 

してください 

・公式訪問時の入会式を歓迎します 

・夏場（７～9月）はクールビズでお願いします。 

この期間ガバナーはノーネクタイで訪問させて 

いただきます。 

 

グループ内各クラブの活動活性化のための「情報 

発信」について 

・地区・クラブのホームページやＳＮＳを使って 

活動を紹介してください 

・活動が新聞に掲載された場合はガバナー事務所 

へしんぶんをお送りください 

 

地区大会 1日目（10月 27日）の会長・幹事会と

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

・地区大会 1日目の「会長・幹事会」とＲＩ会長 

代理歓迎晩餐会」はガバナー補佐、クラブ会長・ 

幹事は出席義務者のためぜひ、よていして 

ください。 

1日目にはクラブ研修リーダーも対称とした 

セミナーの開催を予定しています。 

 

地区大会におけるグループ別スイーツ紹介ブース

を設置 

・地区大会懇親会（10月 28日）前にブースで 

銘菓を紹介（無料配布） 

・地区からの予算は 1グループあたり 30、000円 

程度 

グループをＰＲする機会としてください 

 

ＩＭ対応について 

・ガバナー補佐主催のグループ内最大イベント

です、新しいグループ編成になりますので

グループ内のつながりを強め、交流と親睦を

ふかめてください。 

日時 3月 3日（日）午後 場所ホテルオーレ 

 

ロータリー賞への挑戦およびＭｙＲｏｔａｒｙの

活用 

・２０１８―１９年度ロータリー賞にチャレンジ 

してください。 
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国際ロータリー 

第 2620地区 

静岡第４グループ 

平 和則 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐事務局長 

 

 

 

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 8月号紹介』 

８月号、横組みから紹介します。お祭りの表紙

です。 

まずは、６ページをご覧ください。  

先月号でもご紹介しました「ロータリーとは」

です。 

今月号はロータリーの誕生と日本のロータリーの

誕生が紹介されています。 

自分の属する団体を知るページとなっています。

ご一読ください。 

続く７ページからは、「会員増強・新クラブ結成

推進月間」をうけて、日本のロータリーの増強の

可能性を探求した特集が組まれています。 

１５ページまでは、会員増強を成功させるヒント

が紹介されており、我がクラブの増強にも役立ち

そうなことが書かれています。 

そして、つづく２２ページまでは、データを

もとに女性会員の増強について、現役女性会員

からの意見が紹介されています。 

会員増強は増強委員の仕事、と考えるのではなく、

クラブの存続にかかわる事ととらえ、会員一人

一人が真剣に取り組むべき事柄であります。 

増強担当会員だけでなく、一般会員の方もこの

特集を読んで、増強を真剣に考える一歩として

いただけたらと思います。 

２４ページからは、「全国ロータリークラブ野球

大会」の特集が組まれています。 

この様な大会があることも、野球チームを持つ

クラブがあることも、お恥ずかしながらこの

記事を読むまで知りませんでした。女性会員も

メンバーに入っているクラブがあったり、増強の

ツールにしたりと、野球を通して他クラブでの

活動を面白く読むことができます。 

３４ページには、「ロータリー米山記念奨学事業の

基礎知識」という記事が載っています。 

ここには米山奨学金制度が、とても分かりやすく

書かれているのではないか思います。 

我がクラブでも、現在、米山奨学生を迎えている

ところであり、米山記念奨学事業を今一度確認

していただく上で、とてもタイムリーな記事では

ないかと思います。 

そして、４９ページの「読者投稿募集」の一番下。 

「わがまちの味」と銘打って地元の一押しグルメ

を募集しています。朝らー、スイーツ等々いろ

いろな名物、美味しいものがある藤枝市。 

どなたか全国への紹介投稿をしてみてはいかがで

しょうか。 

続いて縦組み。 

こちらは日本全国の地区、クラブの活動が紹介

されています。 

まずは、４ページからの「スピーチ」です。 

今月は、昨年１１月、２５４０地区の地区大会で

行われたアサヒグループホールディングス会長、

泉谷直木様の記念講演の要旨が掲載されています。 

アサヒビールの会社改革に取り組んできた同氏が、

そのノウハウを具体的に話しています。 

ある意味、会員各位の職場の改革のヒントにも

なりえるでしょうし、ロータリーの改革という

面でも参考になるところもありそうです。 

是非、ご一読ください。 

２０ページは「卓話の泉」。 

「囲碁と AI」という卓話の抜粋が紹介されて

います。 

AIという最新の技術と、囲碁という昔から受け

継がれているゲームの世界に身を置く卓話者。

これからの社会は AI との共存が、それぞれの

業界の生き残りの大きなポイントとなる 

と言われています。最新技術とは全くの両極に

身を置く卓話者の AI に対する考えが紹介されて

おり、個人的にはフルサイズで聞いてみたく

なった卓話です。 

そして、２５ページの「ロータリーアットワーク」

には、お隣のグループである静岡東ロータリー

クラブの活動が紹介されています。 

また、３０ページには、同じ第２６２０地区に

属する富士山吉原ロータリークラブの事業報告も

掲載されています。 

近隣クラブの活動をご覧ください。 

今月は以上です。 
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《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／石川君） 

月 火 水 木 金 

7/30 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 


