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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

新人研修・オリエ

ンテーションが

11/14（木）行われ

ました。平成 29

年から入会された

会員、７名と新会

員担当の直前会長

とＲＬＩ規律グループの皆さんにも参加いただき

１２名で行い、内容の濃い１時間でした。司会

進行を務めて頂いた島村直前会長、お疲れ様

でした。またＲＬＩ規律グループの皆さん、

新会員のみなさんありがとうございました。

都合が悪く当日遅刻、欠席をされた会員は次回の

新会員研修に是非、ご出席をお願いします。 

インターアクト指導者講習会が 11/17（日）に

修善寺総合会館で開催され、河森君、北島君に

参加して頂きました。後程、河森会員より報告を

頂きます。 

会長になってからなのか、マイ・ロータリーの

登録してからなのか、わかりませんが

@rotary.orgからメールが来ます。 

11/20の 5：42に来ましたロータリーリーダー、

１１月ニュースレターを紹介いたします。 

８つの項目が有り、①会長メッセージ②国際大会

③誰もが参加できるクラブ体験をつくるには

④地域の平和構築者になろう⑤最新情報⑥私たち

の財団、オンラインによる寄付の利点とは 

⑦計画を立てれば公共イメージづくりはうまく

いく⑧重点分野の名称の変更です。各ページに

クリックする箇所があり、クリックするとほと

んどがマイ・ロータリーに繋がります。そこで、

現在のクラブ登録状況は 33.3％で 14 名が登録

しています。この機会に是非、マイ・ロータリー

の登録をして頂き、ロータリーからの最新情報を 

入手して下さい。宜しくお願いします。また、

ロータリーカードの申込も宜しくお願いします。 

■ 理 事 会 報 告         江﨑 晴城君  

・指名委員会報告について、2020-2021 年度、

会長 1 名・副会長 1 名・幹事 1 名・副幹事

2名が承認されました。 

・1月プログラムが承認されました。1/10合同

夜間例会は、金曜となります。 

・12/4クラブ年次総会について、例年通りの開催

となります。 

・12/18 クリスマス家族夜間例会について、

出欠案内が承認されましたので会員へＦＡＸと

なりました。また皆出席の表彰者を事前に

告知いたします。 

・1/10新年賀詞合同夜間例会について、南クラブ

がホストクラブの為、企画書のみ確認。承認

されました。 

・ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅠ

について、玉木副会長の参加となります。 

・外部卓話依頼について、確認事項がありました。 

■ 幹 事 報 告          江﨑 晴城君 

・国際ロータリー第 2620地区 安間みち子ガバ

ナーより 

地区大会御礼が届きました。首里城火災に

対する支援のお願いが届きました。 

・国際ロータリー第 2620地区 米山学友会さま

より 

米山学友会だよりが届きました。 

・藤枝市国際友好協会さまより 

情報誌「ＦＩＦＳ ＮＥＷＳ」が届きました。 

・藤枝商工会議所さまより 

藤枝商工会議所第 22期役員改選のお知らせが

届きました。 
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■ 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 

33／43 76.74％ 32／43 74.41％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石川君 ○落合君 ○北島君 ○八木君 

○土屋君 江﨑友君 大杉君 鈴木舜君  

仲田晃君 増田君 

(２)メークアップ者  

北島 毅君（インターアクト指導者） 

■ スマイル B O X         松葉 義之君 

・去る、11 月 14 日に、藤枝クラブの新会員 

研修会を行いました。つたない、研修リーダー

でしたが無事終了する事ができました。 

ありがとうございました。   島村 武慶君 

・社名変更と社屋移転いたしました。同時に

静岡県子育て優しい企業に選んでいただき

ました。今後とも子どもがたくさんいるまち

づくりに貢献できるよう微力ですが、がんばり

ます。ありがとうございました。 村松 繁君 

スマイル累計額  ４９，０００円 

■ ロータリーの友紹介     森下 敏顯君 

『ロータリーの友 １１月号紹介』 

それでは 11 月号のロータリーの友の紹介を

させていただきます。 

縦書きの4ページには東京麹町ロータリークラブ

パスト会長のロータリーにおけるポリオ撲滅

運動の歴史とポリオの恐ろしさが掲載されて

います。我々も子供時代の身近に感じていた

ポリオ、日本脳炎の恐怖が薄らいでいる中改めて

ポリオの怖さを教えてくれる内容になっており、

又、気を緩めずポリオ撲滅になお一層貢献しま

しょうとのお話であり、ぜひ一読ください。 

横書きの 10 ページにはロータリー財団への

寄付の分類、使われ方などが載っています。12

ページには寄付者のお話があり前 11 ページには

寄付者への認証バッジが掲載されています。

私もベネファクターをいただきました。 

19 ページより 24 ページにかけて、2 年毎の

第 15 回ロータリー日韓親善会議の様子と日韓

インターアクトクラブの活動がくわしく載って

おります。 

30ページには 1929年（昭和 4年）今から 90年前

当時日本全体で 1 区の時代の９クラブによる

地区大会が京都で開催された様子の写真が載って

います。中央に再任されたガバナーとして米山

梅吉氏が写っているのを始めよく見るとお公家

さん衣装の方、女性の髪形、又海外の人も多く

見受けられ興味深く細かいところまで見て楽しみ

ました。 

そして 40 ページには表紙のフルートを吹く

アーチクランフ氏、ロータリー財団の父と評さ

れる人です。氏の功績が詳しく載っています。

多くの世界中のロータリーの先輩達の功績、

努力の上に現在の我々が参加させて頂いている

ことをありがたく思いました。 

今月号も興味深い記事満載です。ぜひ楽しんで 

お読みください。 

それではご清聴ありがとうございました。 

■ R  L  I 研 修              

 

 

クラブ研修リーダー 

 青島 克郎君 

 

 

 

RLI・規律グループの今年度第１回目の卓話で

RILセッションを行いました。 

RLI・規律グルーブのメンバーでもあり、地区の

RLI 研修でディスカッションリーダーの研修を

受けました村松英昭君にファシリテーター

（進行役）を務めていただき、セッションメン

バーとして島村君、玉木君、江崎晴城君、平野君、

山田君、村松繁君の６名に例会場前方に用意した

テーブルについていただき、ファシリテーターの

質問に答えるという形でセッションを行いました。 

質問はロータリーと自身に関すること、ロータリ

アンの倫理観に関すること、ローターリーの

五大奉仕について、職業分類の廃止等について

質問され、各セッションメンバーは回答や考え

方を積極的に発言していました。 

時折、セッションメンバー以外の会員にも質問が

あり少々緊張した雰囲気があり出席した会員に

は意義のある機会を持てたものと感じました。 

今後も来年１月２２日と３月１８日に卓話が

計画されていますし、次年度も継続されそうです

から、さらなるステップアップができるものと

期待されます。 



  2297-3 

 

■ 会 員 投 稿             

「公共イメージと認知度の向上」 

戦略計画検討グループ   小西 啓一君 

 

私達の取り組んでいる戦略計画３つの優先

項目の一つに「公共イメージと認知度の向上」の

目標が有ります。具体的内容はロータリーの

ブランドイメージを向上させ、ロータリーの

中核的価値観と人道的・職業的奉仕というロー

タリーの強みについて地元レベルと国際的レベル

で周知を図ることです。とロータリーの情報

ハンドブック（2017 版）で定義されています。

と大変難しい定義がされていますが、私見では

私達の生活の様々な場面でロータリーを何気なく

発信することも大切な公共イメージの向上に

繋がるのではと思います。 

 今回投稿させていただいたのは、11月 21日の

日本経済新聞の朝刊に「私の履歴書」ファンケル

会長 池森賢二さん 別紙の文章の中にロータリー

についての記事を見つけたからです。私も焼津

信用金庫さんで 2015 年 10 月に発行された

『産業のまち藤枝 創業史』の会社紹介の中で

ロータリーについて触れさせていただきました。 

 クラブとしての情報発信も大切ですが、会員

一人一人が日常生活の中でロータリーについて

さりげなく触れる事も大切な「公共イメージと

認知度の向上」に役立つのではないかと思い

投稿させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.11.21 日本経済新聞 朝刊 

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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★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     令和元年 11月 19日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「漢方について」 

＜担当者＞ 

㈱ツムラ 

     工場長 石間 慶昭 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《11 月～12 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／河森君） 

月 火 水 木 金 

18 19 20 21 22 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

25 26 27 28 29 

閉局 10：00～ 

16：00 

閉局 14：00～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

2 3 4 5 6 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9 10 11 12 13 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

 

16 17 18 19 20 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

17：00 

閉局 

 

閉局 

 

23 24 25 26 27 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 


