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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

本日は、クラブ訪

問に国際ロータリ

ー第2620地区静岡

第４グループガバ

ナー補佐安倍 寛

様、事務局次長磯

田達彦様ようこそ、

お越し下さいました。クラブメンバーを代表して

歓迎いたします。のちほど、安倍ガバナー補佐様

には御挨拶を頂きたく、宜しくお願いします。 

本日の会長報告は、9/11 のポリオデープロ

ジェクトとして藤枝駅北口、南口での募金活動に

クラブメンバーの皆様、早朝よりご協力頂き

有難う御座いました。また、準備設営に土屋

委員長を始め担当委員の皆様、お疲れ様でした。

有難う御座いました。おかげさまで翌日の静岡

新聞朝刊に記事なり公共イメージ向上ＰＲに

なったと思います。募金の金額は、24,438 円

でした。ご協力、誠にありがとうございました。 

9/14 米山梅吉記念館 50 周年式典に村松英昭

会員が参加をいたしました。お疲れ様でした。 

9/16に第４５回藤枝ロータリー旗争奪、少年

親善剣道大会の開会式に平幹事、平野青少年担当

リーダーと出席しました。 

9/17 は静岡産業大学へ冠講座の打合せに

石垣委員長、平野リーダーと行って来ました。

開講日の 10/8（火）と 11/12（火）は移動例会

ですので宜しくお願いします。 

10/27（日）に開催予定の財団補助金事業

【藤枝再発見健康ウォーキング】が江﨑幹事の

ご尽力により 9/20発行の『ふじえーら』に掲載

されます。 

以上報告と致します。 

今日の例会は、安倍ガバナー補佐期首訪問、 

そしてクラブ協議会ですので、宜しくお願いします。 

 

■ 幹 事 報 告           平 和則君 

・国際ロータリー第 2620 地区ガバナー事務所 

さまより 

ガバナー月信 2019.9NO.3が届きました。 

・公益財団法人米山梅吉記念館さまより 

賛助会ご入会のお願いのお知らせが届きました。 

・藤枝市国際友好協会さまより 

情報誌『FIFS NEWS Vo.149』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 

32／42 76.19％ 24／42 57.14％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○太田君 ○島村君 ○杉山君 ○竹田君 

○松葉隆君 ○村松繁君 江﨑友君 大杉君  

鈴木舜君 仲田晃君 

■ ビ ジ タ ー                      

国際ロータリー第 2620地区静岡第 4グループ 

     安部 寛ガバナー補佐 

国際ロータリー第 2620地区静岡第 4グループ 

     磯田 達彦ガバナー補佐 事務局次長 

■ スマイル B O X         松葉 義之君 

・安部ガバナー補佐、事務局次長磯田様、よう 

こそお越し下さいました。クラブメンバー 

一同歓迎申し上げます。 

大塚 高弘君、平 和則君、江﨑 晴城君 

・安部ガバナー補佐よくいらっしゃいました。 

心より歓迎いたします。    村松 英昭君 

スマイル累計額  ３６，０００円 
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■ ク ラ ブ 協 議 会                  

 

会員増強維持 

委員会 

 委員長 

土屋 富士子君 

 

 

増強・維持・新会員の役割におきましては

先日例会でお話し合いをいたしました様に、

会員にふさわしい方に入って戴けますように

会員の情報をもとにまめに声掛けをする。会員

増強維持委員会のメンバーはもとよりロータリー

の会員全員が心掛けて増強に励んで戴きたいと

希望いたします。 

また、新会員の方には新会員セミナーを開催し

ロータリーを学んで戴く機会を設けるように

します。 

 公共イメージ向上は先週ポリオ撲滅の募金

活動をし 少しでも役に立ちますようにしており

ます。 

 ロータリーの友 会員選考におきましては

それぞれの役割を果たし活動をします。 

 

 

クラブ管理運営 

委員会 

 委員長 

  鈴木 邦昭君 

 

 

クラブ管理委員会委員長を仰せつかりました

鈴木邦昭です。  

委員会は例年通り 5つで構成されていまして、

会場運営担当を私鈴木邦昭がリーダーで  

プログラム担当を村松繁リーダー、親睦担当を

石川リーダー、出席・スマイル担当を松葉義之

リーダー、保険担当を柳原リーダーにそれぞれ

担っていただきます。  

この役を引き受けるにあたり、無知な自分です

ので「クラブ管理委員会の手引き」を一読しま

した。その中で、ロータリアンはボランティアで

あり、参加は個人の意欲によるところが大きいと

覚えておくことが大切ですとありました。委員長

の責務の一つには、メンバーの意欲を高める

ことがあり、出席率の悪い自分が言うのもおこ

がましいですが、基本方針を「魅力ある卓話・

会員相互の交流が充実する例会運営を目指し、

出席率の向上に努める」とさせていただきました。

参加していただいた方への感謝を忘れず、マン

ネリ化を打破し、何か一つでもプラスの要素を

取り入れていく例会つくりをしていきたいと

思います。  

特に、プログラム担当の村松リーダーと親睦担当

の石川リーダーにはご尽力をいただきますが、

昨年度それぞれの担当を経験して、情報交換も

取っていただけているようですので  

例会つくりに期待をしています。  

今年度が始まって二カ月が経ちましたが、各リー

ダーともコミュニケーションを図り、目的達成の

ために一年間役割を果たしたいと思います。  

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

奉仕委員会  

 委員長 

 石垣 善康君 

 

 

 

今年度、奉仕委員会は 3の事業を計画、実行中

です。 

１）職業奉仕担当 

 ・職場訪問例会を２回計画し、次週９月２５日、

１回目の例会を実行いたします。 

  今年度は、大企業の工場・事業所でなく 地域

密着型会員事業所の職場見学を行い、地域

事業所に焦点を合わせます。 

 ・今年度より＜４っのテスト＞を例会のはじめ

に、会員全員で唱和いたしております。 

  例会運営に変化をもたらしております。 

 

２）社会奉仕・青少年担当  

 ・今年度１２年目を迎えた、静岡産業大学

冠講座を行います。 

  今年度のテーマとして  

（社会、経済社会の厳しさを講義の内容に

入れる。） 

  （地元企業にも素晴らしい企業があることを

講義に内容にいれ、地元企業に注目させる） 

  （講義内容を理解したか、小テストを行い、

採点する。） 
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 ・継続事業として、青少年スポーツ大会に

協賛する。 

 

３）国際奉仕担当 

 ・継続事業として 藤枝市国際友好協会へ

協力する 

 ・近隣クラブの国際奉仕事業の調査 

 

４）その他 

 ・他クラブとの合同事業につき、他クラブへの

働きかけ、合同打ち合わせを計画し、準備

年度とする。 

 

 

ロータリープログラム 

        委員会 

 委員長 

  仲田 廣志君 

 

 

８月 3日（土）インターアクト年次大会 

順心高校インターアクトクラブがホスト校 

テーマ：幸せって何だろう 

焼津市に在住の全盲の姉と重度障がいの弟と

家族の 20年間の記録を収録した「イーちゃんの

白い杖」という映画を鑑賞後、主人公の小長谷

唯織さんにも参加していただき「幸せ」について

いくつかのグループごと話し合いをしていただき

その後、発表。一日の日程でしたが内容の濃い

年次大会だったと感じました。 

9月 11日（水）ポリオ撲滅募金活動に順心高校

インターアクトクラブの生徒もロータリアンと

共に参加していただいた。今後も順心高校イン

ターアクトクラブとの連携を密にしてサポート

していきたい。 

 

 

 

ロータリー財団 

米山記念奨学委員会 

 委員長代理 

  江﨑 晴城君 

 

 

 

 

 

★ガバナー補佐クラブ訪問 （期首）   

国際ロータリー 

第 2620地区 

静岡第 4グループ 

安部 寛 

ガバナー補佐 

（磐田 RC） 

  

ロータリーはすごい速さで変わっています。 

我々ベテランと言われるメンバーが経ロータ

リーはすごい速さで変わっています。 

我々ベテランと言われるメンバーが経験してきた、

或いはロータリーはこういうものだと思ってきた

ことが軒並み変わってきてしまいました。 

私たちが所属する2620地区は日本の第2ゾーン

だと思っていたのですが会員数の減少により

ゾーンを名のることができず再編し「第 2地域」

となりました。 

ローターアクトクラブが RI に加盟することに

なり・・・メークアップの規定も年度内まで OKに 

なったことにより、確定出席率の出し方がクラブ

によって変わってきます。よって今までガバナー

月信に載っていたクラブごとの出席率の発表も

できなくなりました。さらには会員資格として

事業上の決裁権を持った人という縛りもなくなり、

毎週の例会の規定が緩和され月に2回の開催でも

よしだと・・・ 

「これでいいのか！」とベテラン会員ほど思う

のではないでしょうか？ 

しかしながら世の中はそれ以上の速さで変わって

いると思うのです。 

変化を嘆くのではなく変化を前向きにとらえて

楽しむ姿勢が必要ではないでしょうか。 

「昔はこうだった」ではなく今を学んで「これ

からどうやって有意義で楽しいクラブにしてい

くか」という意識の切り替えが大事だと思います。 

戦略計画やビジョン声明、中核的価値観、RLI

等々、あまり耳にしたことがなかった言葉や

考え方も次々に出てきますが、いつの間にか

誰も気にしなくなったロータリーの綱領（最近は

ロータリーの目的）に代わり 21世紀のロータリー

の中核的価値観が打ち出されてきたのだと考えます。 

日本で言えば聖徳太子の「和を以って尊しとなす」

の 17条の憲法、徳川家康の遺訓、会津の什の掟、

福沢諭吉の言葉等々、日本人の DNAに染みついて

いる考え方や感じ方がありますが、それらを
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踏まえながら日本のロータリアンとしての生き方、

楽しみ方を手探りで模索していく。 

そんな時期かなと感じております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《9 月～10 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 

16 17 18 19 20 

閉局 閉局 9：30～ 

14：00 

10：00～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

23 24 25 26 27 

閉局 閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

14：00 

30 1 2 3 4 

閉局 閉局 9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

7 8 9 10 11 

閉局 9：30～ 

17：00 

閉局 

 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

14 15 16 17 18 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

21 22 23 24 25 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 10：00～ 

13：00 

閉局 

28 29 30 31  

閉局 閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

閉局 
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