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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

伝統ある藤枝ロ

ータリークラブの

「タスキ」を島村

直前会長から引継

ぎ、次年度へきち

っと引き渡せる様、

一年間頑張って行

きますので、宜しくお願いします。また、若輩者

でありますのでどうか皆様の御指導もよろしく

お願いいたします。 

６月３０日（日）に今年度のインターアクト

「ロータリアンと顧問先生との連絡協議会」が

富士交流センターで行われ、曽根先生と河森

リーダー、北島副リーダーが出席して頂き、

インターアクト年次大会の説明と打合せをして

頂きました。お疲れ様でした。その他の報告は

ありませんので、この後の新会長幹事挨拶の時に

お話しさせて頂きますので宜しくお願いします。 

■ 理 事 会 報 告         平 和則君 

・7月のプログラムが承認されました。 

・8 月 3 日開催の IA 年次大会（順心高校）の 

実践要領が報告されました。 

・8月 7日開催の納涼夜間例会（蓮華寺池花火 

大会）の事業計画が承認されました。 

・2019-2020年度会費（会費並びに寄付）納入 

について承認されました。 

・2019-2020年度クラブ計画書が承認されました。 

■ 幹 事 報 告           平 和則君 

・英字版 the Rotarianが届きました。 

・国際ロータリー日本事務局さまより 

2019年規定審議会 「クラブと地区に関連する 

重要な変更」についてご案内が届きました。 

・2018-2019年度ガバナー事務所さまより 

年度末のお礼のご挨拶が届きました。 

・2019-2020年度ガバナー事務所さまより 

第 2620 地区ガバナー月信（2019.7No.1）が 

届きました。 

第 15回ロータリー日韓親善会議のお知らせが 

とどきました。 

・藤枝市国際友好協会さまより 

情報誌「FIFS NEWS」が届きました。 

■ 出 席 報 告          松葉 義之君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／42 85.71％ 35／42 83.33％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○竹田君 ○松田君 ○八木君 大杉君  

鈴木舜君 仲田晃君 

(２)メークアップ者  

竹田 勲君（藤枝南） 

■ スマイル B O X         松葉 義之君 

・お祝いありがとうございます。今月で年の差が 

14 に縮まりました。今後も縮めていく予定 

です。                    石川 茂樹君 

・お祝いありがとうございます。忘れずに妻に 

届けます。                  大塚 高弘君 

・6 月に頂きました。結婚記念品夫婦 2 人で 

仲良く使わせて頂きます。ありがとうござい 

ました。                      中田 充君 

・ガバナー補佐の任務を無事はたす事ができ 

ました。皆様の御協力に感謝申し上げます。 

  村松 英昭君 

・皆様のお蔭で 2018-2019 年度を無事に終了 

する事ができました。1年間、本当にお世話 

になり、ありがとうございました。 

島村 武慶君 

・今月から一年間宜しくお願いします。大塚、 

平、江﨑 3人仲よくガンバります。 

大塚 高弘君 
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・引き続き財団委員長を有りがたくやらせて 

いただきます。協力よろしくお願いいたします。 

           松葉 隆夫君 

 

藤枝ロータリークラブのみなさまへ 

２年間 大変お世話になりました。 

ロータリークラブの活動が、まったく分からず、 

ドタバタで会長・幹事をはじめ各委員長さん・ 

リーダーのみなさまには、大変ご迷惑をお掛け 

しました。 

振り返りますと早朝例会やＩＭ、地区大会 

そして職場訪問例会等、今まで経験したことの 

無い事ばかりで、自分自身が少し成長した気が 

します。 

 また、ロータリーは、職場や関係会社、他の 

団体のお付き合いと違い、入会して３ヶ月位 

たったころから、日頃の仕事疲れを癒してくれる 

場に変わったように思います。 

 昨年の台風による市内広域の停電時にも 

「がんばってネ！」・「よくやった！」等、励まし 

をいただき、感無量でした。 

 このたび、６月末をもちまして、中電を退任 

いたします。 

 理事会承認されていると思いますが、後任の 

横山をどうかよろしくお願いします。 

加茂川より紳士ですよ！ 

 今後迎える藤枝ロータリークラブ記念行事を 

含め、さまざまな奉仕活動の成功と会員のみな 

さまのご多幸とご健勝をお祈り申しあげ、メッ 

セージとさせていただきます。 

 最後に2019-2020年次 大塚会長のもと楽しく・ 

実りある例会が計画されていると聞きました。 

大塚会長 がんばってくださいネ！ 

 ご近所ですので、また、声掛けください。 

                 加茂川 誠 

スマイル累計額  ２１，０００円 

■ 会 員 卓 話                     

 

 

新会長 

  大塚 高弘君 

 

 

本来なら会長

所信を話す所ですが、クラブ計画書をお読み

頂いて所信表明にかえさせて頂きます。 

先ほど点鐘前にお伝えした今年の例会の内容に

ついて少しお話しさせて頂きます。 

昨年度、ガバナー補佐事務局として村松Ｇ補佐

と平事務局長について行き、一部のクラブ訪問の

時に例会の内容や立場、役割などで知らなかった

事がありました。また同時に恥ずかしさを感じ

ました。他のクラブではそれぞれ特色もあり

様々ですが、もし他クラブのロ―タリアンが

お客様で来られた時に、「重みが足りないクラブ」

と思われない様に例会内容などで「これは大事

だな」と思った事を今年の例会に組み入れさせて

頂きたいと思いました。また他クラブへ行かれた

時に知らない事の無い様に行いたいと思って

おります。 

１.例会の開会、閉会時には会場監督（ＳＡＡ）は

前のテーブルに着席して頂きます。私は、会場

監督はお客様が来た時に受付でお迎えするという

役割の認識でしかありませんでした。しかし

会場監督の責務は例会が滞りなく行われるよう

監督する重要な立場にありますし、同時に権限も

あります。クラブ内の立場を再認識し例会が

楽しく、秩序正しく運営されるように、常に心を

配り、気品と風紀を守り、会合がその機能を

発揮できるように設営・監督する立場にあります。

定款第１０条第４節の役員、及び細則第２条の

理事会メンバーであり、会長・幹事と並んで

役員としての地位が与えられており、極めて

重要な存在でありますので、前へ着席して例会

運営を行わせて頂きたい。 

２. 「４つのテスト」の唱和です。すべての

クラブではありませんが、４つのテストの唱和を

行われおり、ロータリアンの職業上言行の基本で

あると思いますので、リズムに合わせてでは無く、

常に言える事はもちろんの事、中身の理解を

目的とする為の思いからです。 

３．例会の開会と閉会の点鐘を全員起立して

行います。これは、例会の始まりと終わりを

起立して拍手を行う事により例会への気持ちの

切り替えを行い、例会の秩序・規律の厳格化を

目的といたしました。 

４．「ロータリーの友」紹介を基本的に毎月第２週

の例会に行う事にいたします。したがって、

第２週にはロータリーの友を各自持参して下さい。

また、ロータリーの友紹介担当の森下リーダー、

竹田副リーダーにおかれましては、毎月大変

ですが宜しくお願いします。 

以上、どうかご協力とご理解を宜しくお願いします。 
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最後に、今日は新月の日。新たなる出発に

ふさわしい日となりました。「ロータリーに行けば、

ちょっと楽しい・なんとなくうれしい・ワクワク

する」など一歩向上できるロータリーを目指して、

平幹事、江﨑幹事、池ノ谷会場監督の４人で手を

取り合って１年間頑張りますので、宜しくお願い

します。 

 

 

           

 

 

新幹事 

  平 和則君 

 

 

 

今年度の幹事を江﨑幹事と共に務めさせて

いただきます。 

12年前に入会させていただいた時には、自分が

幹事をお引き受けし、ここに立って挨拶をして

いる事など夢にも想像できませんでした。皆様の

後押しがあっての事と感謝しております。 

1年間、よろしくお願いいたします。 

今年度から、初めての「幹事二人体制」となり

ますが、「船頭多くして船山に上る」と言われる

ことがないよう、大塚会長のもと、江﨑幹事

並びに事務局の須藤さんと連携し、クラブ運営に

支障が生じないように取り組んで行きたいと

考えております。幹事の役割分担は、原則として

それぞれが幹事業務を担当する月を決めており

ます。例会運営が中心になると思いますが、

7月から 9月を私が担当させていただき、10月

から 12月を江﨑幹事が担当いたします。来年に

ついては、一ヶ月交代で担当する予定として

おりますが変更の可能性もあります。複雑な

動きになり、ご迷惑をおかけいたしますが、

皆様のご理解をお願いします。 

先程、大塚会長から今年度の例会内容について

お話がございました。私も村松カバナー補佐と

一緒に他クラブの例会に出席させていただき

ました。訪問した 9 クラブ例会はそれぞれに

個性があり、特徴が良く表れておりました。

半分くらいのクラブでは 4つのテストの唱和が

行われておりクラシカルに感じました。また、

殆どのクラブでＳＡＡ(会場監督)の例会での

位置付けがはっきりしており、例会を監督して

いる雰囲気が伝わってきました。島田 RC では

新会員の入会に立ち会う事ができましたが、

セレモニーそのものに伝統的なものを感じると

共に感激もいたしました。今回、大変貴重な

経験をさせていただいたと思っております。 

クラブ訪問の結果を受けて、大塚会長から

「平さん、大事な事は取り入れましょう。」と言う

お話をいただき、これらは、会長が提示された

今年度のクラブテーマ「一歩、向上しよう。」に

通じるものと考え、「是非、やりましょう。」と

返事をさせていただきました。 

難しいことではありませんが、早くクラブ内に

定着するよう努めて行きたいと思います。  

最後になりますが、以前の例会で、「気配り、

目配り、思いやり」の話をさせていただきましが、

幹事の心構えとしても大切なことではないかと

思っております。「気配り、目配り、思いやり」を

常に忘れることなく、1 年間という限られた期間

ではありますが、大塚会長を支え、楽しくて

面白いクラブ活動を目指し、2 年後のクラブ創立

50 周年に繋がるクラブ運営ができればと考えて

おります。 

クラブの皆様のご支援とご協力をお願い申し

上げます。 

 

 

            

新幹事 

  江﨑 晴城君 

 

 

 

今年度、平さんと一緒に幹事をつとめさせて

いただきます。スムーズなクラブ運営を心掛けて

参ります。仕事と各団体の役目の両立をし、

しっかりと務めたいと思います。新年度に先駆

けて2019年-20年度の第4グループ会長幹事会に

出席させていただきました。前年度は当クラブ

から村松ガバナー補佐を輩出し事務局を務めた

ことから、今年度の磐田クラブをはじめ第 4

グループの各クラブから頼られ一目置かれている

クラブであると認識しました。 

今年度のクラブ計画書作成について、皆様の

ご協力により細かな点を修正し、読みやすく

今後も踏襲できる体裁に整えました。 

藤枝朝ラーメンが藤枝市近隣の 80 店舗で発売

開始されました。藤枝朝ラーメンの名が広がる
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ことは、単なる味だけでなく、消費をとおして、

藤枝がお茶のまちであり、朝早くから仕事に励む

働き者が多いまちの印象につながります。藤枝

クラブの活動についてもメンバーの仕事や行動を

基本に、ロータリー活動を通して、藤枝、地域、

日本、世界に至る社会の向上と平和に寄与でき

ればと思います。大塚会長のスローガン「一歩

向上しよう」をテーマに努めてまいります。 

■ 入 会 式                    

 

           

 

本日、横山君が 

入会されました。 

 

 

氏 名 横山
よこやま

 稔
みのる

 

勤務先 中部電力㈱電力ネットワーク 

カンパニー静岡支社藤枝営業所 

役 職 営業所長 

勤務先住所 藤枝市青木 2-17-39 

 

中部電力（株）藤枝営業所の横山と申します。

加茂川の後任として藤枝営業所に 7月より着任

いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

まずもって、藤枝ロータリークラブへの入会を

ご承認いただきまして誠にありがとうございます。

この場を借りて簡単に自己紹介をさせていただき

ます。 

生まれは旧大井川町で、現在の焼津市になり

ます。現在 52 歳です。昭和 42 年に生まれ、

地元の小学校、中学校を卒業し、島田工業高校に

進みました。このクラブの中にも島田工業の

先輩方がいらっしゃると聞いております。大変

心強く思っております。電気課を卒業後、昭和

60 年に中部電力（株）に入社しました。藤枝

営業所に初回配属後、各地を転々とし今回 24 年

ぶりに地元に戻ってきました。前職は静岡支社の

配電部門で台風等の災害時に営業所の指揮をとる

部署におりました。昨年の台風による停電では

皆さまに多大なるご迷惑をおかけいたしました。

電気を復旧した後はマスコミ対応にも苦慮しま

した。これまでの経験を活かし、この藤枝で

地域の皆さまに貢献できるよう頑張っていきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

プライベートの話になりますが、一番下の

子供が静岡の科学技術高校で野球をやっており

ます。6 日の土曜日に開会式、7 日には初戦を

迎えます。まだ 2年生ですが、父母会としても

支援してきましたので是非とも頑張って初戦

突破してほしいものです。 

趣味は、下手くそですがゴルフをやります。

機会があれば参加したいと思いますのでお声掛け

いただければと思います。 

これから、皆さまにご指導いただきながら

ローターリーの「奉仕の心」を忘れず頑張って

いきたいと思いますので、若輩者ではありますが

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1562300831/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tYXRzdWRvLXJjLmNvbS9yYy8_cGFnZV9pZD0yMzY-/RS=%5EADB_qRW.Y7adFHo9TOfk1qpzozg2Pc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlhjYU5JeG9GOGQ0MlZnWW51NnBqZHd6aFFVZDBiUHJRcG1uX0lvV3k0elBhcUxNZ3ZPZmVJSFYzcgRwAzQ0T3Q0NE84NDRLXzQ0T3E0NE84NDRLdjQ0T3A0NE9XNDRDQTVadWI0NEdrNDRHdTQ0T0c0NEs1NDRPSUlBLS0EcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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《7 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／村松繁君） 

月 火 水 木 金 

1 2 3 4 5 

10：00～ 

17：00 

閉局 9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

8 9 10 11 12 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 閉局 

15 16 17 18 19 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

22 23 24 25 26 

閉局 閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

17：00 

閉局 

29 30 31   

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局  

 

 


