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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の例会は月

の５回目の水曜日

で休会とさせて頂

きました。間違え

て小杉苑に来た方

はおいでになった

のでしょうか？勝

手に心配して居りました。 

そして、2 週間振りの例会にてその間の代表

的な出来事とは、ハロウィンとアメリカ中間選挙

でしょうか? 

アメリカでは今年11月6日（日本時間：本日）に

中間選挙が行われます。中間選挙は事実上、

大統領への与信投票と言われ、現トランプ政権も、

この選挙によって政権への是非が国民に審判

されることになります。また、この選挙で大統領

率いる共和党が勝利するか否かで、現政権が残り

2 年で行う政策の内容はもちろん、次期大統領選

への動きが大きく変わる注目の選挙でもある。

中間選挙は、議会選で 435 の下院全議席と上院

33議席（総議席は100）が改選され、同時に全米

各地で州知事選も開催される。米大統領の任期は

4 年だが、下院議員の任期は 2 年、上院議員の

任期は 6年。上院議員は 2年ごとに 3分の 1が

改選されるため、大統領任期の中間地点にあたる

時期に選挙が行われます。現在は上下両院とも

多数派は共和党であり（大統領とあわせて共和党

の「統一政府」）だが、民主党が上下どちらかの

議会で多数派となると「分割政府」となり、

政治が確実に滞る。国会だけの日本のねじれと

異なり、大統領もかかわるため、ねじれ具合も

大きい。 

 何故、私がこの中間選挙に興味があるかと

いうとかなりの割合で結果が経済に影響する

からです。アメリカ経済に影響があれば、当然 

アメリカ株価に影響され、しいては為替や日本

株に反映される可能性が大きいからです。（過去の

中間選挙は経済が常に 大の争点【だが、今回は？】

である。景気は絶好調だ。9月の失業率は3.7％と

1969 年 12 月以来、48 年９カ月ぶりの低水準で

ある。）現在の私の趣味に株式投資があります。

趣味と言える金額ではありませんが、楽しく

経済の勉強と考え情報収集をしています。ビギ

ナーズラックかもしれませんが、成功例もちら

ほらと存在しています。（メンバーの村松君の

変額保険も良い経験でした。） 

そして、２年前の今日（選挙の日は、アメリカ

合衆国の公職選挙の日である。11月の第1月曜日

の翌日の火曜日に設置される。 も早い日程では

11月2日、 も遅い日程では11月8日となる。）

に当たる 2016 年 11 月 8 日のアメリカ合衆国

大統領選挙（民主党のヒラリー・クリントンと

共和党のドナルド・トランプが対決し、多くの

世論調査を覆しドナルド・トランプが勝利した。）

も、この小杉苑でドキドキして結果を気にして

いました。その日も日本株式市場は1000円以上の

値動きがあった事を記憶しています。 

やはり自分の興味のある事はこの歳になっても

すっと頭に入ってきます。今後も趣味の範囲で

株式投資（国内外）を楽しみたいと思います。

今回の結果の動向もふまえ、良い情報があれば

是非教えてください。 

本日は地区大会の報告もありますので、簡単では

ありますが会長挨拶に代えさせて頂きます。 

■ 幹 事 報 告         玉木 潤一郎君 

・国際ロータリーのロータリー財団様より 

2017-2018 年度クラブバナーの表彰のご案内

が届きました。（地区大会より） 

・国際ロータリー第 2620 地区ロータリー財団

様より 

ロータリーカード 9月実績表が届きました。 
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・藤枝ロータリークラブ 事務局より 

10/7・10/21に集めさせて頂いた、緑の募金

￥15,734-を募金させて頂きました。 

・2017-2018 年度ガバナー事務所様り 

国際ロータリー第2620地区2017-2018年度 

終報告書が届きました。 

・2019年国際ロータリー年次大会「ハンブルグ

大会」参加旅行のご案内が届きました。 

・米山学友会様より 

RI 第 2620 地区米山学友会だよりが届き

ました。 

・藤枝市国際友好協会事務局様より 

FIFE NEWS Vo.145 が届きました。 

・静岡県サッカー協会中西部支部より 

中西部ヤングサッカーニュース 2018.10 月

号が届きました。 

■ 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 

33／41 80.48％ 36／41 87.80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石間君 ○小西君 ○竹田君 ○村松繁君 

江﨑晴君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 

(２)メークアップ者  

石間 慶昭君（10/30 冠講座） 

■ ゲ ス ト                        

リジヤニ・アギスタさん（米山奨学生） 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

・お祝いの方ありがとうございます。45 才に 

なります。これからも食物、行動、考え方に 

気を配りながらとりあえず 50 才までがんばり

たいと思います。       河森 栄介君 

・ありがとうございます。けんかばかりの毎日

ですが、何とか続いています。がまん強い 

よめにかんしゃです。     菅原 慎司君 

・結婚記念のお祝いありがとうございました。

早いもので 30 年しんぼう強い妻に感謝して

います。          池ノ谷 敏正君 

・祝いありがとうございます。今年で 30 年に

なりました。         大塚 高弘君 

・ガバナー月信今月号 10 ページ 私のレシピ 

コーナーに私の記事が掲載されました。 

およみ下さい。        村松 英昭君 

・お見舞いありがとうございました。不死身の

私は来週には歩ける予定です。土屋 富士子君 

スマイル累計額  ３３，０００円 

■ 地 区 大 会 報 告           

 

 

島村 武慶君 

 

 

 

 

２０１８－１９年度の地区大会は、１０／２７

（土）・２８（日）の２日間で甲府富士屋ホテル

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１４名で行って参りました。 

１日目は、責任あるリーダーの育成を目的とし

た、【ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究

会）の重要性】の題材で国際ロータリー第 2770

地区パストガバナーの井原實講師の講演があり

ました。この時、パネラーとして静岡第４グル

ープの村松ガバナーが登壇されました。その後、

ＲＩ会長代理（国際ロータリー第 2500 地区足立

功一パストガバナー）ご夫妻歓迎晩餐会が行わ

れ、私に取ってはご褒美ともいえる感動的な内

容でした。とても勝沼産ワインが印象的（新田

ソムリエのうんちく付）で美味しいお料理を頂

きました。その場で星野ガバナーの結婚５０周

年のお祝いも行われ、とても和やかな楽しい時

間でした。 

2 日目は、経済評論家の勝間和代様の記念講演

が行われ、次期大会案内やガバナーエレクトの

挨拶、ガバナーノミニー、ガバナーノミニー・

デジグネートの紹介も合わせて行われました。

後は大懇親会が盛大に行われ、静岡・山梨各

地のロータリアンの交流の場として大きな会場

でさぞや設営も大変だったと思いますが、大変

楽しいひと時であったと思います。 

以上、報告とさせて頂きます。 

 

 

 

 

玉木 潤一郎君 
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クラブ研修リーダー 

青島 克郎君 

 

 

地区指導者育成セミナー報告 

１０月２７日地区大会１日目に RI 会長代理、

地区ガバナーはじめ地区役員、各クラブ会長、

幹事、研修リーダー参加のもと１５時５０分より

約１時間にわたり、地区指導者育成セミナーが

開催されました。 

2770 地区のパストガバナー井原 實(まこと)氏

によるＲＬＩ(ロータリリーダーシップ研究会)

についての説明と同氏がファシリネーター

(進行役、まとめ役)となっての討論の模擬が

行われました。 

ＲＬＩについて 

ＲＬＩは 1992 年にロータリアンの指導力開発を

目的として設立されました。  

RLI はファシリネーターが小グループメンバー

(4～8人)に対して、質問を投げかけ、メンバーが

それに答えたり、意見述べたりする形式をとり、

基本的にファシリネーターは答えを明かさない

方式です。セッションにおいてメンバーに講義

するような形はとりません。 

このプログラムはロータリアンの育成のための

ものなので RI の正式なプログラムではありま

せんが、RI はこれを強く推奨しています。 

現在このセッションのための手引書はパート 1

から始まりパート３まで出来上がり３年に１度の

規定審議会で認められています。パート１は

ロータリアンとしての私、パート２は私たちの

クラブ、パート 3は私のロータリー感としての

主題となっていてそれぞれ６つの分野の項目と

なっています。今後さらにパート数が増え、

ロータリアンの成長とロータリー感の確立を

達成するためのクラブツールとして役立っていく

ものと期待されています。 

日本では 34 地区のうち 21 地区で採用されて

いますが、2620 地区では出遅れていてこれから

推進されていきます。 

模擬セッションについて 

今回のセミナーでは、村松ガバナーはじめ４名の

ガバナー補佐がメンバーとして選ばれファシリ

ネーターの井原氏の質問に答えていく形でセッ

ションが行われました。 

今回のテーマはロータリー財団についてでしたが、

メンバーに対してはテーマも含めた一切を事前に

伝えられていなかったようで、ガバナー補佐と

いえども戸惑いがあった様子です。 

今後、当クラブでこのRLIをどうして実践するか

ということ考える必要があるかと思いますが、

RLI 規律グループを置く当クラブではこのグル

ープと理事メンバーが主体となって 

会員の意見を聞きながら進めていくのが良いの

ではと考えます。 

 ■ 会 員 卓 話                       

 

 

内田 寿美君 
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■ 奨 学 金 授 与                  

 

米山奨学生 

リジヤニ・ 

アギスタさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●地区大会●● 

平成 30 年 10 月 27 日(土)28 日（日） 

甲府富士屋ホテル 

 

 

 

１１月のお祝い 
おめでとうございます！ 

３０年以上１００％ 

出席正会員表彰 

杉山 静一君 
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★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     平成 30 年 10 月 30 日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「夢を実現する長期投資」 

＜担当者＞ 

保険アイマーク(株)  

  代表取締役社長 村松 繁君 

 

＜開講日＞ 

     平成 30 年 11 月 6 日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「電気が届くまで」 

＜担当者＞ 

中部電力(株)藤枝営業所  

  営業所長 加茂川 誠君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《11 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。 

新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／平野君） 

月 火 水 木 金 

   1 2 

   10：00～ 

16：00 

閉局 

5 6 7 8 9 

閉局 10：00～

16：00 

9：30～

16：00 

閉局 14：00～

17：00 

12 13 14 15 16 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

13：00 

閉局 

19 20 21 22 23 

10：00～

16：00 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

26 27 28 29 30 

10：00～

16：00 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 


