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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

皆さんこんにちは、

本日はとても悲しい

お知らせをします。 

会員の石川茂樹君

が 12月 25日にご

逝去されました。

1月5日に身内のみ

の家族葬で執り行われました。石川茂樹君は

Ｓ45年 8月 8日生まれの 49歳、2017年 4月に

入会され、2018－19年はプログラム担当リーダー、

本年は親睦担当リーダーとしてクラブに多大なる

ご尽力とご活躍をされました事に敬意を表すと

共に心よりご冥福をお祈りしお知らせいたします。 

本日の例会はクラブ協議会ですので、内容も

たくさんあります。会長報告は配布資料をご覧

ください。特に、新会員候補者の情報を頂きたい

ので宜しくお願いします。 

★1月の重点分野 

「職業奉仕月間」（Vocational Service Month） 

2004 年 11 月に理事会決定第 59 号で決定され、

職業奉仕を強調する月間です。職業奉仕とは、

あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念の実践を

ロータリーが培い、支援する方法である。 

「ロータリーの目的」の第 2項は、職業奉仕が 

基本となるのもので、特に以下のことを奨励し、

育成する。 

○職業上の高い倫理基準を保つこと 

○役立つ仕事はすべて価値あるものと認識する 

こと 

○社会に奉仕する機会としてロータリアン 

各自の職業を高潔なものとすること。 

★新入会員候補の情報をお願いします 

 (株)ジョブハート 代表取締役渡辺誠一郎様 

★「復興フォーラム in ふくしま」への参加・

登録のお願い 国際ロータリー2530 地区より

2020 年 3 月 21 日（土）・22 日（日）に開催 

1 日目被災地現状視察・スタディツアー、懇親会

＆ミニコンサート 2日目復興フォーラム 

★ロータリーとトーストマスターズの協力に

ついてのご案内 

国際ロータリーとトーストマスターズ・インター

ナショナルの新たな協力関係についてご案内

いたします。この協力は、会員の皆さまにとって、

個人的かつ専門的な成長を遂げる機会となる

でしょう。 

トーストマスターズ・インターナショナルは、

143 カ国に 16,800 のクラブを擁する世界的な

非営利団体です。トーストマスターズクラブでは、

メンバーがスピーチを行って互いのスピーチを

評価し合い、そのほかにも、より効果的な話し手、

また優れたリーダーとなるための活動を行って

います。ロータリーとトーストマスターズでは、

それぞれ独自の経験をすることができ、両団体

から優れた特典を得ることができます。 

12月 

 21日 

ロータリーリーダーシップ研修会（Ｒ

ＬＩ）パートⅠに玉木副会長が参加 

しました。 

12月 

 24日 

静岡産業大学 冠講座が終了しまし

た。 

奉仕委員会・石垣委員長、社会奉仕・

青少年担当平野リーダー、担当委員の

皆様お疲れ様でした。 

12月 

 26日 

第 28回藤枝市長杯争奪ジュニアユー

スサッカー大会の開会式がありまし

た。 

12月 

 28日 

第 28回藤枝市長杯争奪ジュニアユー

スサッカー大会の閉会式がありまし

た。 

1月 

 10日 

新年賀詞合同夜間例会（藤枝南クラブ

担当）が行われ、３４名出席しました。

また、アトラクションでは大道芸の和

芸人 彦一団子のパフォーマンスシ

ョーがありました。 
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トーストマスターズでは、ロータリアンや

ローターアクターのためのリーダーシップ開発

プログラムを作ることを予定しています。体系的

かつ堅実なリーダーシップとコミュニケーション

育成のカリキュラムによって、ロータリーの

文脈だけではなく、職業や私生活でも役立つ

スキルを伸ばすことができるでしょう。効果的な

リーダーシップの発展は、クラブ強化と、より

大きなインパクトへとつながります。今後も、

このプログラムについての最新情報をお伝え

していきます。 

ロータリー会員の多くは、地域社会に変化を

もたらし、人びととのつながりを築くために

ロータリーに入会します。トーストマスターズ

との協力によって、会員は、ネットワーキングと

人から学ぶための新しい方法を学び、ロータリー

で得られる経験のさらなる価値を知ることが

できるでしょう。 

近隣トーストマスターズクラブは、三島トー

ストマスターズクラブがあります。 

■ 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様より 

職業奉仕月間リソースのご案内が届きました。 

・国際ロータリー第 2530 地区 2019-20 年度

ガバナー芳賀様より 

『復興フォーラム inふくしま』へのご参加 

ご登録のお願いが届きました。 

・国際ロータリー第 2620地区 米山学友会様より 

新年のご挨拶が届きました。 

・国際ロータリー第 2620地区事務局様より 

ガバナー月信（2020.1 NO.7）が届きました。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会様より 

第 18回 米山功労クラブ表彰状が届きました。 

・磐田ロータリークラブ様より 

インターシティーミーティングの御礼が届き

ました。 

・藤枝子どもと本をつなぐ会様より 

市民団体活動表彰受賞のご報告と藤枝子どもと

本をつなぐ会Ｎｏ.117号が届きました。 

■ 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 

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） 

○江﨑晴君 ○菅原君 ○中田君 ○松葉隆君 

大杉君 落合君 鈴木舜君 鈴木透君 仲田晃君  

(２)メークアップ者  

松葉 隆夫君（藤枝南） 

■ スマイル B O X         松葉 義之君 

・丁度今日は私の誕生日 1月 15日 92才になり

ます。会員皆様の力添えを頂いて頑張ります

のでよろしく。       江﨑 友次郎君 

・いつもお世話になります。ロータリーのみな様

においわいしてもらいありがとうございます 

23日で 55才になります。    北島 毅君 

・1月 16日誕生日です ついに大台です  

村松 英昭君 

・妻の誕生祝ありがとうございます 

                小西 啓一君 

・お祝いを頂きありがとうございます。妻の

誕生日をすっかり忘れていましたので、当日は、

忘れずに祝いたいと思います。 増田 貴行君 

・妻の誕生祝い有難とうございます。日々出来る

事が増えます。長生きを祈る日々です。 

                松葉 義之君 

・結婚して、18年間無事にすごさせていただき

ました。これも、みなさまの支えあっての事

です。ありがとうございます。これからも、

2 人でがんばっていきます。よろしくおねがい

します。           八木 晋介君 

・ロータリーの皆さまから、いただいたことを、

女房にしっかりと伝えます。ありがとうござい

ました。            横山 稔君 

・結婚祝いありがとうございます。年と共に

力関係にあせりを感じます。  仲田 廣志君 

・皆出席のお祝いをクラブと地区のダブルで頂き

ありがとうございました。入会以来の皆出席を

これからも続けたいと思っています。 

     青島 克郎君 

・おかげ様で会社の移転をすることができました。

お祝いまでいただきうれしいです。今後も

しっかり活動していきますので宜しくお願い

致します。          内田 寿美君 

・皆様の応援のおかげで静岡学園サッカー部が

全国優勝することができました。ありがとう

ございました。        太田 暢裕君 

・藤枝順心高校サッカー部が全国優勝致しました。

日頃の皆様のご支援に、感謝致します。後援会を

代表しまして、御礼申し上げます。 

島村 武慶君 
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・昨年 10月より老人介護とその疲れによりロー 

タリーを２ヶ月ちょっとお休みをいたしました。

私は普段とても元気なので疲れをおこすとは

考えられませんでした。１月からは、お休みを

することなく参加をしたいと思いますので

宜しくお願いいたします。  土屋 富士子君 

・クリスマス例会では、孫がたいへんお世話に

なりました。ありがとうございました。 

仲田 廣志君 

スマイル累計額 ８８，０００円 

■ 委 員 会 報 告               

 

 

保健担当 

柳原 寿男君 

 

 

 

－インフルエンザ情報－ 

 暖冬のせいか例年に比べて、インフルエンザの

発生は少ないようです。しかし私が学校医と

して務めている藤岡小学校では、本日より２

年生で学級閉鎖が行われました。皆様も人込みに

お出かけの際のマスク着用、帰宅の際の手洗い、

うがいの実行を、そして睡眠を充分に、無理の

ない生活で感染予防に心掛けましょう。 

■ ク ラ ブ 協 議 会                 

 

 

会員増強維持委員会 

 委員長 

  土屋 富士子君 

 

 

年度始の 7 月は 40 名からのスタートでしたが 

3名の入会があり 43名になりました。 

会員増強維持委員会といたしましては 前期に

3名増加ということはとても大変な事ですが 

実行できたことは良かったと思われます。 

9月 11日にポリオ撲滅の募金活動を藤枝駅にて

順心高校の皆様とご一緒にさせて戴き昨年より

かなり多くの寄付金を戴き 皆様のご協力によ

る力を発揮できたことと思われます。 

ロータリーの友紹介は毎月一回必ず紹介の時間

を設け実行できて皆様に聞いて戴いております。 

後期は会員増強におきましては一人でも多くの

方に入会をと努めております。 

他の役割は前期同様続けていきたいと思います。 

 

 

クラブ管理運営 

委員会 

 委員長 

  鈴木 邦昭君 

 

 

クラブ管理運営委員会の鈴木です。よろしくお

願いいたします。 

まずは会場運営の部分ですが、本来ならば早め

に会場入りして運営業務・設営業務をするのが

役務ですが、出席するのがやっとの人間ですの

で幹事をはじめ関わりのある皆様にご迷惑をお

かけしお詫び申し上げます。下期は少しでも解

消できるよう日時も確定されていますので段取

りよくこなしていきたいと思いますし、臨機応

変に対応するために月ごとにグループ分けもし

てありますので今一度ご担当の方はご確認して

いただければと思います。 

次に「プログラム担当」ですが、村松リーダー

の元、会員卓話・外部卓話等例会開催をしてい

ただいております。前期は 5回の卓話を開催し、

後期も同じく 5回の卓話を予定しておりますの

で、基本方針の「魅力ある卓話」の実現に向け

てサポートしていきたいと思いますし、皆さん

からこんな方を呼びたいというものがあればご

助言いただければ幸いです。 

次に「親睦担当」ですが、8 月の納涼花火夜間

例会・そしてまだひと月も経っていませんがク

リスマス例会と石川リーダーの思いの詰まった

例会が催されました。クリスマス例会では参加

した子供達、奥様達に楽しかったといわれるよ

うに早い段階から企画をしていただきました。

当日も設営に盛り上げ役にと忙しく頑張ってい

ただいておりましたので本当に残念でなりませ

ん。後期も創立夜間例会・最終夜間例会と二回

担当させていただきますが、創立夜間例会の企

画はほぼ出来上がっておりますので次回の理事

会にて上程させていただきます。中田副リーダ

ーを筆頭に委員の皆さんのご協力を今一度よろ

しくお願いいたします。 

出席・スマイル担当ですが、松葉さんが毎回ユ
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ーモアを交えて発表していただいております。 

出席率 85％・スマイル年間総金額 20％拡大に向

けて後期も盛り上げていただきたいと思います

し、皆様のご協力なくしては成り立たないので、

少しでも明るい話題が増えますようよろしくお

願いいたします。 

最後に保健担当になりますが、年末年始で生活

習慣や食生活が乱れやすい時期でもあり体調を

崩した方もいると思いますし、もうすぐ花粉の

時期もやってきます。 

柳原リーダーにはここ何年とご助言いただいて

おりますが、会員とそのご家族の健康のため身

近にご相談してみてはと思いますし、年一回の

卓話も計画されていますので今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

奉仕委員会 

 委員長 

  石垣 善康君 

 

 

奉仕委員会担当部門は、職業奉仕・社会奉仕・

青少年奉仕・国際奉仕です 

１）職場奉仕担当リーダーは菅原慎司会員 

  「上期活動報告」 

  ・「四つのテスト」例会の冒頭に唱和 

  ・職場訪問例会 

   ９月２５日 太田工作株式会社 訪問見学 

  「下期活動予定」 

  ・「四つのテスト」唱和の継続 

  ・職場訪問例会 

   ２月１９日 SBS学苑藤枝校 訪問見学 

  ・例会卓話担当 

   ２月２６日 地区委員卓話計画中 

２）社会奉仕・青少年奉仕担当リーダーは 

平野純也会員 

  「上期活動報告」 

  ・青少年スポーツ大会への協賛 

   藤枝市少年サッカーリーグ戦、青少年 

柔道大会、スポーツ少年団剣道大会、 

   藤枝市長杯ジュニアユースサッカー大会 

  ・静岡産業大学冠講座の実施 

   １０月８日スタート、１２月２４日終了 

（合計 11回） 

 

  「下期活動予定」 

  ・協賛大会への出席 

  ・静岡産業大学冠講座 レポート作成 

３）国際奉仕担当リーダーは石垣善康会員 

  「上期活動報告」 

  ・藤枝市国際友好協会への協力 

  「下期活動予定」 

  ・他クラブの国際奉仕事業の調査、報告  

 

 

ロータリープログ

ラム委員会 

 委員長 

  仲田 廣志君 

 

 

 

 

ロータリープログ

ラム委員会 

インターアクト担当 

   河森 栄介君 

 

 

ロータリープログラム委員会インターアクト

担当の河森です。 

上期の活動報告をさせて頂きます。 

新年度が始まり間もない 2019年 8月 3日に順心

高校にてインターアクト年次大会を開催させて

頂きました。 

皆様のお陰で大会はとても良い内容で開催する

事が出来ました。ありがとうございました。 

全盲の小長谷唯織さんにご来場して頂きまして

「幸せって何だろう？」という事について学ば

させて頂きました。 

今でも私の心に響いている唯織さんの言葉は、

幸せとは毎日を心穏やかに笑顔で過ごす事という

言葉でした。あの大会以来、この事をイメージ

しながら過ごしておりますが、なかなか難しく

思うように行かないです。これからもこの言葉は

決して忘れずに自然にこの状態になれるように

して行きます。 

また、2019 年 11 月 17 日にはインターアクト

指導者講習会に北島会員と共に参加させて頂き

ました。 

場所は修善寺総合会館、担当は伊豆総合高校さん

での講習会でした。観光地ならではの地域の
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ゴミ拾いを地域で取り組む姿勢について生徒達は

学んでおりました。 

私達もとても考えさせて頂く良い機会となりました。 

下期につきましては、高校生は 4 月で学年が

入れ替わりますので新入生がインターアクト部に

沢山入部してくれる様に顧問の曽根先生と連携を

取って協力して行きたいと思います。 

また、何かありましたら皆様のご協力をお願い

致します。 

 

 

ロータリー財団・ 

米山記念奨学委員会 

 委員長 

  松葉 隆夫君 

上期は、10月 27日(日)に地区補助金事業として

「藤枝再発見ウォーキング」行いました。当日は

天候に恵まれたこともあり、参加者はロータリ

アンを含め 300人を超え多くの方々に楽しんで

いただきました。本事業は静岡新聞に掲載される

とともにＴＯＫＡＹケーブルテレビの番組で

取り上げられ、これによりロータリーの公共

イメージの向上が図られたものと考えています。

なお、7月には、ロータリー財団セミナー(大塚

会長と一緒に参加)と米山梅吉記念館で開催

された米山記念奨学セミナー(土屋会員維持

増強委員長が参加)に参加いたしました。 

 下期については、米山奨学生の卓話の実施や

引き続きロータリーカードの普及活動に取り組み

ます 

 

 

★ 委 嘱 状 授 与                   

 

 

次期地区奉仕委員会 

 委員 

  村松 英昭君 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 米 山 功 労 者 表 彰                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青島 彰君 平野 純也君 村松 英昭君 

鈴木 舜光君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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《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／太田君） 

月 火 水 木 金 

13 14 15 16 17 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

20 21 22 23 24 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

27 28 29 30 31 

14：00～ 

17：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

3 4 5 6 7 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

10 11 12 13 14 

10：00～ 

17：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

閉局 閉局 

17 18 19 20 21 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 閉局 

24 25 26 27 28 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

１月のお祝い 

おめでとうございます！ 
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