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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の藤枝・藤

枝南クラブ合同の

賀詞交換例会は盛

大に開催され、順

調なスタートが切

れたかと思います。

大変ありがとうご

ざいます。然しながら、多くの諸先輩方を前に

緊張してしまい、私の挨拶は後悔が残るものと

なってしまったので補足の挨拶を本例会にて

少しさせてください。後悔一つ目は１月５日

東京・豊洲市場で、移転後初めて、新年の

「初競り」が行われ、青森県大間町で水揚げ

された２７８キロのクロマグロが１キロあたり

１２０万円で史上最高値の 3 億 3,360 万円で

落札され大変勢いのある新年の始まりです。

とお話させて頂きましたが、実はこのマグロの

釣り人が【藤枝亮一】さんという方で藤枝市は

今年は運が付きそうですねと話をまとめるつもり

が釣り人【藤枝】さんの話が飛んでしまいました。

重要な部分を飛ばした残念な挨拶でしたので

補足させてください。二つ目は、いよいよ平成の

最後が近づき新年号の発表時期を、改元(新しい

元号に変わること)の 1ヵ月前と決定しました。

と話題を振りました。ですので、新年号の発表は

2019 年 4 月 1日ということになりますが、ここ

の話題も合わせて補足させて頂きます。 

今までの年号(元号)をおさらいからですが、 

【昭和】昭和は書経（尚書）という、中国

最古の歴史書から来ています。その由来になった

のは「百姓昭明、協和萬邦」という文ですが、

意味は「百姓（国民）が徳を明らかにすると、

萬邦（世界中）が仲良くなる」です。 残念ながら、

昭和は 2 度も大戦があり、年号のとおりには 

なりませんでした。 

【平成】古代中国の歴史家である司馬遷の著書、

「史記」の「内平外成」という文と、「書経（尚書）」

の「地平天成」が出典になっています。 込め

られた意味、願いは「国の内外、天地（宇宙、

世界）の平和が達成される」というものです。 

日本は天災などはあるものの、平和ボケと揶揄

されるくらい治安がいい国です。でも日本を

出ると、平和とは言い難い世界が広がっています。 

 そんな訳で新年号・新元号を大予想する話題が

ネット上に沢山つぶやかれていますが、その

回数の順位は、 

1位 平和（予想される読み方：へいわ、たいわ、

たいか） 

1 番人気のあった年号は「平和」でした。 近年

心を痛める事件が数え切れない程起こっている

ことを考えると、この熟語が 1 番人気だった

ことも頷けますね。 

 2 位 安久（予想される読み方：あんきゅう） 

安久が 2位になりましたが、一番新年号にあり

そうな単語でもあります。 

この安久は、2016 年の 8月 10日に Twitter 上で

デマのツイートがされてから、急速に広がり

ました。 

 新年号の大本命っぽいですが、インターネットで

少しでも話題になったものは除外される可能性も

ありそうですね。 

3 位 太平、泰平(予想される読み方：たいへい）

大成（予想される読み方：たいせい） 

3位は同率で太平、泰平、太成の3つになりました。 

どれもちょっとやそっとじゃ動じない、しっかり

とした国を想像しました。 

 特に「太平」、「泰平」は、天下泰平（太平 とも）

という四字熟語があり、その意味が「世の中が

きわめて平和で、よく治まっている様」を指す

ので、縁起もいいです。4 位 明成（予想される
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読み方：めいせい）和平（予想される読み方：

わへい）だそうです。 

新年号とイニシャルの関係 

様々な新年号が憶測されている中で、ある「新

年号にまつわる噂」がまことしやかにささやかれ

ています。その噂とは、「新年号には、明治以降の

年号のイニシャルと被る字は使われない」という

噂です。 

明治以降の年号のイニシャルは、 

明治→M・大正→T・昭和→S・平成→H です。 

確かに今までの年号のイニシャルと被ると、書類

作成などで厄介なことになるのは避けられない

でしょう。少し大人の解釈でそれ以外で決まる

のではとも言われています。 

 

今回の例会の挨拶は、前回と2回で一回分として

解釈頂くと嬉しいです。 

■ 幹 事 報 告         玉木 潤一郎君 

・英字版 the Rotarian が届きました。 

・一般社団法人静岡県サッカー協会中西部様より 

ヤングサッカーニュース12月号が届きました。 

■ 出 席 報 告         玉木 潤一郎君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

33／42 78.57％ 35／42 83.33％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○加茂川君 ○竹田君 ○松田君 ○松葉義君 

○中田君 江﨑晴君 大杉君 鈴木舜君 

仲田晃君 

(２)メークアップ者  

加茂川 誠君（藤枝南） 竹田 勲君（藤枝南） 

松田 真彦君（藤枝南） 松葉 義之君（藤枝南） 

■ スマイル B O X        玉木 潤一郎君 

・クリスマス例会ではせっかくの機会を頂いた 

のに私の演奏はひどいものになってしまいま 

した。選曲についても厳しくお叱りをうけま 

した。深く反省し精進いたします。また、子供

さんたちが退屈してしまったようで申し訳なく

思っています。        青島 克郎君 

・クリスマス例会では孫がお世話になりました。 

ありがとうございました。     仲田 廣志君 

・結婚祝いありがとうございます。46年位になり 

ます。これからも共に健康で過ごせたらと 

願っています。        仲田 廣志君 

・1 月 15 日記念すべき誕生日大きな区切りを 

無事迎えることが出来ました。感謝感謝です。 

江﨑 友次郎君 

・お世話になっています。1月3日で70才になり 

ました。これからもガンバります。 

                落合 愼悟君 

・多くの方々に誕生日を祝ってもらってありが 

とうございます。        北島 毅君 

・今日、1 月 16 日が誕生日です。69 才になり

ました。           村松 英昭君 

・感謝 皆様のご縁をいただいて 61 歳になり 

ました。手に手をつないで🎼…頑張ります。

誕生日のお祝いありがとうございます。 

               山田 賀昭君 

・ありがとうございます。自分からはなかなか 

プレゼントすることがないので助かります。 

石間 慶昭君 

・妻の誕生祝いありがとう御座居ます。相変わ 

らず元気にして居ります。   小西 啓一君 

・妻の誕生日のお祝いありがとうございます。 

今年も一年仲良くケンカをせずにすごしたい 

と思います。         増田 貴行君 

スマイル累計額  ６６，０００円 

■ ク ラ ブ 協 議 会                  

 

 

クラブ管理運営 

委員会 

 委員長 

  平 和則君 

 

 

1. 上半期報告 

上半期に計画いたしました事業については 

予定どおり実施することができました。また、 

会場設営、プログラム、出席等についても 

大きな支障もなくスムーズな運用ができた 

ものと考えています。費用については、まだ、 

正確な数字は出ておりませんが、ほぼ予算内で 

進捗しております。委員会のメンバーと会員 

の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。 

会場運営のリーダーであった土屋秀夫君が 

昨年 8月に退会されました。リーダーが不在 

となりましたが、副リーダーの増田貴行君が 

中心になって会場運営に当たっていただき 

ました。 

先月、実施いたしましたクリスマス夜間例会 

には、たくさん(13 名)のお子達に出席して 

いただき有難うございました。しかしながら、 
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子供向けのイベントが十分でなかったため、 

子供達に退屈な時間を過ごさせてしまいま 

した。大変申し訳ございませんでした。今回の

反省点として次年度に申し送りをいたします。 

 

2. 下半期計画 

基本的にクラブ計画書に基づき各事業を

進めて参ります。 

経費につきましては、上半期の実績を確認し、

年間予算枠の中で執行していきたいと考えて

おります。リーダー並びに委員の皆さん、

よろしくお願いします。 

なお、下期は、上半期に実施できなかった 

委員会のミィーティングを実施したいと

考えております。お忙しいとは存じますが

出席をお願いいたします。 

下期も「明るく楽しいクラブ運営」を目指

して活動いたします。会員の皆様のご理解と

ご協力お願いいたします。 

 

 

奉仕プロジェクト 

委員会 

 委員長 

  山田 賀昭君 

 

 

 

〈職業奉仕〉加茂川リーダー 

事業報告 

9 月 12 日 職場訪問例会 開催 

中部電力 浜岡原子力発電所の見学 

参加人員 会員 25 名 家族・関係 9名 34 名 

危機管理やリスクマネージメント、電力知識        

を学び、同時にエネルギーの理解や防災対策        

の取り組みも見学できました。 

今後の活動    

1 月 23 日 職場訪問例会 開催 

中部電力 藤枝営業所の見学 

参加人 32名の参加登録いただいております。 

昨年 台風 24 号で県内広域停電が発生し        

中部電力管内でも平成年度以降最大の 78 万

３千戸が被害を受ました、今後の対策として        

電気の供給と復旧に向けた中部電力藤枝の各

種システムと取組を見学してまいります。        

危機管理と防災意識を高める職場訪問です。 

 

〈社会奉仕〉土屋リーダー 

事業報告 

９月１９日 静岡産業大学 情報学部 学部長 

堀川教授をお迎えして 例会卓話を実施冠座・ 

産業大学の近況をお話しいただきました。 

冠講座 

講座報告書作成 担当会員の講義内容 受講生 

の人数 講義を受けた学生 ５名のレポート 

及び感想を取りまとめ致しました。 

講座報告書の生徒の感想・レポートを読みます

としっかり講義の要点もつかめられており、

業界の特徴 専門知識 そして企業倫理など

学ばれていると思いました。 

3限の講座のほうが4限より受講生がまだ多い 

ことを聞き今年度は 後期 3限 13時からの 

講座にて申し込み致しました。 

今後の活動は 

冠講座 10 月 8 日からスタートいたします 

3 月 2 日までに 講座担当者 講義内容を

まとめていきます。 

講師の募集、ご依頼をしてまいります。 

 

 

ロータリー財団 

委員会 

 委員長 

  松葉 隆夫君 

 

 

ロータリー財団は、寄付の財団となっております。 

お金の事以外に、今年度は未来の夢計画を中止

しました。来年度、夢計画を実施したいので、

今年 2,3 月に地区へ出し、3,4 月には委員会で

集まり進めていきたいです。米山奨学会も順調

です。今後、50 周年に向けてお金を残して運営

していく計画です。 

 

 

会員増強維持 

委員会 

委員長 代理 

 菅原 慎司君 

 

 

 

 

 

 

青少年委員会 

委員長 代理 

 河森 栄介君 
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こんにちは 

本日は松田委員長が所用の為欠席されています

ので河森がお話しさせて頂きます。 

上期の活動としましては、昨年 11 月 18 日に

甲府商業高校にてインターアクト指導者講習会

が開催され参加させて頂きました。 

下期の活動予定としましては来年度になりますが

今年7月に藤枝順心高校の主幹でインターアクト

年次大会が開催されます。従いまして顧問の

曽根先生と擦り合わせをして参加される皆様が

多くのものを得て頂けるようにしっかり話し合

って行きたいと思っています。 

年次大会開催時は皆様の力を貸して下さい。 

宜しくお願いします。 

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 １月号紹介』 

皆さん、本年もよろしくお願いします。 

 
それでは、ロータリーの友１月号の横組みから

紹介します。 
今月は職業奉仕月間。今月号はそんな特集が

組まれています。 
まずは３ページ。ＲＩ会長の職業奉仕に対する

思いが書かれています。 
ご自身の思う職業奉仕論と、読み比べてみては

いかがでしょうか。 

 
つづく７ページからは、特集「今に生きる職業

奉仕」と題され、日本各地のクラブの仲間が、

職業奉仕についての持論を発表しています。 
これらの記事は、先のＲＩ会長同様、日本各地の

ロータリアンが、自身の思う職業奉仕の活動や

考え方について書かれたものです。 
ロータリーの本質、と言われる職業奉仕。 
それはある意味、日々の仕事であり、それぞれの

会員にとっては当たり前の作業を指すのかも

しれません。 
ただ、それをどうロータリー活動と結び付けて

いくのか。とにかく、黙々と己の仕事にまい進

さえすれば、それでよいのか。 
新会員もベテラン会員も、今一度、職業奉仕に

ついて勉強する機会として、ご一読いただけたら

と思います。 
日本各地のロータリアンの、いろいろな考え方を

知る大きなチャンスかとも思います。 

 

２８ページからの「よねやまだより」は、「第

２６２０地区米山学友会 地区とクラブとロー

タリアンと共に」と題して、ロータリー米山記念

奨学会事務局が当地区の米山学友会を紹介して

います。 
米山奨学会事業を知るきっかけとして、財団側

から見る我が地区の紹介記事を読んでみては

いかがでしょうか。 

 
３７ページは、ロータリーのお知らせのページです。 
各地区のクラブ数、会員数の一覧もさること

ながら、お知らせの大字の下に、インターアクト

クラブ、ローターアクトクラブの変更事項が

紹介されています。 

今月号は残念なことに神戸北ローターアクト 
クラブの終結のお知らせが載っています。 
「終結」という言葉を使用するという驚きと

ともに、全国の会員で友をしっかり見ている人

には、こういう事も知れているという事実に、

改めて友の存在意義を感じた気がしました。 

 
続いて縦組みのページを紹介します。 
毎号おなじみ、４ページからの「スピーチ」。 
今月は、一昨年の１１月、人を大切にする経営

学会会長の坂本光司氏による２８４０地区の

地区大会基調講演の要旨が掲載されています。 
「日本でいちばん大切にしたい会社」と題した

その講演は、企業経営とはどういうものか、よい

会社とは一体どういう会社か。 
そういった話が、坂本氏なりの考えに基づき

展開されています。 
とても興味深いものではありませんか。 
クラブ会員の皆様の大半は企業経営者であり、

それぞれにご自身なりの経営理論はお持ちかと

思います。そして、それを実践して現在に至った

ことと思いますが、著書も沢山ある坂本氏の企業

経営に対する考え方を、ご自身の考えと照らして

みてはいかがでしょうか。 
きっと、重なるところが多く見つかるのでは

ないかと思います。 
是非、ご一読ください。 

 
最後に２８ページの「ロータリー・アット・

ワーク」の文章編。 
３段目より、会員がすべて女性という相模原

かめりあロータリークラブが紹介されています。 
女性会員の増強が叫ばれるなか、ついに誕生した
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女性会員だけのロータリークラブ。 
日本中のロータリークラブがその動向に注目して

いるところなのかもしれません。 
男性会員中心のロータリーに、一石を投じてく

れることを期待したいところです。 
どうぞ、ご覧下さい。 

 
以上、簡単ではありますが、ロータリーの友

１月号の紹介をさせていただきました。 
 

★ 委 嘱 状 授 与                         

 

 

次期地区奉仕委員会 

 委員 

村松 英昭君 

 

 

 

★ 表 彰                         

《 米山功労者 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

江﨑 晴城君 鈴木 邦昭君 仲田 晃弘君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月のお祝い 
おめでとうございます！

青島 彰君 青島 克郎君 大塚 博巳君 

小西 啓一君 島村 武慶君 杉山 静一君 

土屋 秀夫君 土屋 富士子君 松田 真彦君 

松葉 隆夫君 松葉 義之君 森下 敏顯君 

山田 賀昭君

2017～2018 年   

年間皆出席表彰 
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《1 月～2 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／増田君） 

月 火 水 木 金 

1/14 15 16 17 18 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 13：00～

17：00 

21 22 23 24 25 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

28 29 30 31 2/1 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～

16：00 

4 5 6 7 8 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 10：00～

16：00 

11 12 13 14 15 

閉局 10：00～ 

17：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 閉局 

18 19 20 21 22 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

25 26 27 28  

閉局 閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

 


