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■ 会 長 報 告         大塚 高弘君 

昨日２/４に立

春を迎え、暦では

新たな１年がスタ

ートしました。 

インフルエンザ、

新型コロナウイル

ス感染による健康

被害が流行しております。マスク等で予防し、

免疫力が落ちない様に日頃の健康管理と、食事に

注意して下さい。 

新型コロナウイルス感染は、国内１６名が感染

しており、ロータリー米山記念奨学会より注意

喚起のお知らせも届いています。 

 マイ・ロータリーの 1/20 現在の登録状況は

42 名中 14 名（33.3％）第４ｸﾞﾙｰﾌﾟの平均は

46.31％で 10クラブ中 8番目の成績です。登録を

宜しくお願いします。 

 ２月のガバナー月信にＩＭの報告があり、村松

英昭会員がガバナーと共に写真に出ています。

また、2/1 に 2020 年～2023 年度地区の審議会

代表議員に静岡ＲＣ・志田パストガバナーが

選出されました。是非、地区ＨＰを見て下さい。 

 2/3に 2021年ロータリー平和フェローシップの

申請書が利用可能になったとメールが着ました。

内容は英語なので解らず、近日中に日本語での

利用可能だそうですのでわかり次第お知らせ

いたします。 

 

配布した報告資料 

★2月の重点分野 「平和と紛争予防/紛争解決

月間」 

（Peace and Conflict Prevention/Resolution 

Month） 

★２月２３日は、ロータリー創立記念日と世界

理解と平和の日 

この創立記念日は「世界理解と平和の日」として

順守されている。 

★ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団が

ファンドレイジングにおけるパートナーシップの

延長を発表しました。今後も引き続き、ロータ

リーのポリオプラス・プログラムへのご寄付に

対し、ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せします

（上乗せの対象となるのは年に 5000 万ドル

まで）。 

★2020.1.29 新型コロナウイルス関連肺炎に

関する注意喚起 

奨学生・学友、ロータリー米山記念奨学生へ

新型コロナウイルス関連肺炎の感染が拡大して

います。正確な情報を確認し、新型コロナ

ウイルスによる感染症が流行している地域

への渡航、および感染症対策には充分に気を

つけて下さい。 

 

■ 幹 事 報 告           平 和則君 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会さま

より 

新型コロナウィルス関連肺炎に関する注意

突起のご案内がありました。 

・国際ロータリー第 2530地区より 

『復興フォーラム』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 地区ガバナー事務所

さまより 

ガバナー月信（2020.2ＮＯ．8）が届きました。 

・一般社団法人ロータリーの友事務所さまより 

2020-21 年度版ロータリー手帳お買い上げの

お願いが届きました。 

・藤枝明誠中学校、高等学校さまより 

バスケットボール全国大会出場ご支援の

御礼が届きました。 
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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 

37／4２ 88.09％ 37／4２ 88.09％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

江﨑友君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 柳原君 

■ ゲ ス ト                        

リジヤニ・アギスタさん（米山奨学生） 

■ スマイル B O X         松葉 義之君 

・家内と共に 70代、年のことは考えないでやって

いきます。80才くらいまで生きてられるかねー。

家内の祝いもありがとうございます。 

青島 彰君 

・妻も還暦をむかえました。2/2 家族でお祝いを

いたしました。ますますたくましくなりました。 

誕生祝ありがとうございます。 山田 賀昭君 

・プレゼントありがとうございます。2/8で53才に

なってしまいます。『ゴミ（53）』と言われない

ようがんばります。       横山 稔君 

・お祝いありがとうございます。12月で 46才に

なります。一年、健康にすごせるようにお酒を

控えて運動しようと思います。 増田 貴行君 

・誕生日と結婚記念の祝いありがとうございます。

美味しい食事に行きたいと思います。 

松葉 義之君 

・ＲＣ皆様結婚祝を有難とう。今年で 62 年に

なりますがしかし残念妻が意識不明の重体で

入院中。1人暮し。      杉山 静一君 

・結婚記念日祝ありがとうございました。今年も

孫たちと成田山で豆まきで祝いことができ

ました。今年は鈴木管主から千葉の豆菓子まで

いただきました。        竹田 勲君 

・お祝い有り難うございます。夫婦でハワイに

行ってきました。ラブラブです。 鈴木 透君 

スマイル累計額  ９２，０００円 

 

 

 

■ テーブルメイト報告                       

 

Aグループ 

  河森 栄介君 

 

 

 

 

昨年１１月２６日にＡグループは集まらせて頂き

ました。 

藤枝ＲＣが今迄にやってきた色々な事業を振り

返り、継続している事業、数年で終わった事業が

多々ありましてとても勉強になりました。 

また、満足度アンケートでの皆様のご意見を発表

します。 

 

・中国、韓国に対する支援に疑問がある。  

・米山しては個々に対応すべきでクラブとして

寄付を集めることは疑問に思う。 

・原則としては例会は１２：３０～１３：３０

だが外部卓話内容によっては１０～２０分の

延長も可としてはどうか？ 

・会員の年齢によって食事の内容を改めてほしい。 

・土・日・祝の例会扱いの集会が多いのでなる

べく平日の方が定期的な時間をとれると思い

ます。 

・不定期で急な集会はどうしても先約があり

都合がつかない時があります。    

・奉仕プロジェクトとは具体的にどういう事

なのか理解できていないため勉強したい。 

・継続する奉仕プロジェクトについては３～５年

毎に継続すべきか終了するべきかの見直しが

必要だと思います。 

・会員の声を聞くにはテーブルメイトをもっと

活用すべきだと思います。 

・年間事業計画立案時に、各委員会等で会員の

意見を聞く機会を作るべきだと思います。 

・家族友人にロータリークラブの事を知ってもらう

何かがあれば理解してもらいやすいと思います。 

・スマイルボックスは地区の奉仕のために使用

目的を明確にして使用すべきだと思います。 

・家族を誘うクラブ事業には積極的に声を掛け

参加を呼び掛けることが必要だとおもいます。 

・長く在籍＝クラブを誇りに思うという証だと

思います。   

・些細なことでも幸運なことがあったら金額
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問わずスマイルボックスを活用してプラスの

パワーを会員全体につなげて欲しいと思う。 

 

様々なご意見がありまして、これらを大切にして

いけば更なる藤枝ロータリークラブの発展、

質向上につながって行くと思います。 

個人的にテーブルメイトは大好きなので今年度に

もう一度リーダーと相談して集まれる機会を

作りたいと思います。 

 

 

Bグループ 

  平野 純也君 

 

 

 

12/23（月）18時から寿し宏にてテーブルメイト B

の会合を行いました。            

当日の出席者は、リーダーの杉山会員、青島克郎会員、 

平会員、山田会員、増田貴行会員、平野、計 6人 

でした。 

まず最初に、平会員より、テーブルメイトの会合の 

趣旨説明がありました。 

打合せ内容（以下箇条書きとします） 

●昔は、会員全員が、出席率 90％以上あったが、 

現在は 90％を超える事は少ない。 

●入会間もない人にも役割を与える事で、会に 

積極的に参加するようになり、会の活性化に 

つながる。 

●「４つのテスト」は内容の理解が薄い。 

●以前は、夜間例会の後の二次会はほとんどの

会員が参加していた。 

●同好会を見直してはどうか？（ほとんど活動

していない同好会もある） 

●青少年の冠大会を「例会」にしてはどうか？ 

青少年の冠大会も、期限を決めて協賛しては

どうか？  

（例えば３年とか５年とか。 期限が無いと

ずっと何年も続いてしまう。） 

●以前はクリスマスに施設へ寄付をしていたが、

今は無くなってしまった･･･。 

 蓮華寺清掃なども過去にやった。 お金だけを 

出す奉仕ではなく、体を使った奉仕も必要 

ではないか。 

●ロータリーバッジは常に毎回付けるべき。  

●メイキャップで「サインするだけで出席」は、

「４つのテスト」の真実に反するのでは？ 

他のクラブへメイキャップする場合には、

その事務局へ連絡してから参加するべき。 

●会員同士の名前の呼び方は、ロータリークラブは 

会員同士は対等関係の組織なので、基本は「君」 

付けするべき。呼び捨ては良くない。 

しかし年上の方には「○○さん」でもいい。

または、「○○ちゃん」でもギリギリ OK。 

●会員増強は、「数」ではなく「質」である。 

以前は、入りたくても入会を断られる事も

あった。（敷居が高かった） 

そもそも「会員増強委員会」は必要ない。 

●静岡産業大学の冠講座は、認知度が低い。 

費用対効果が少ない。一般社会人の参加は 

ほとんどない。10年もやっているので見直しては

どうか？ 

 講師を担当する人が決まってしまっている。

（若い会員が多い） 

 講師の準備の負担が大きい。 

●会員全員が、ロータリアンとしての自覚を 

持ちたい 

●役員の人選は入会順だけでなく、年齢等も

考慮した方がいい。 

 

 

 Cグループ 

  中田 充君 

 

 

 

日時：2019年 12月 4日（水） 18時 30分から 

場所：和の心 つげ家（駅前 2丁目） 

参加者：（敬称略） 

【テーブルメイト Cグループ】 

柳原寿男（リーダー）、松葉隆夫、池ノ谷敏正（戦

略 G）、島村武慶、江崎晴城、大杉暢彦、 

中田充（副リーダー兼書記） 以上 7名 

【特別希望参加者】菅原慎司  以上１名       

計 8名 

柳原（リーダー）さんから参加者に対し、会合への

積極的協力と会の進め方について説明。進行

池ノ谷さん、書記中田。池ノ谷（戦略 G）さん

から今回の目的とこれまで RC で行ってきた事業

内容について簡潔に説明。中田（副リーダー）

より参加者の提出した「会員満足度調査」を

集計した表及びグラフにより、項目ごとの簡潔な

満足度を説明。満足度の低かった項目を中心に

意見交換。 
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・例会の主題の多様性について満足度が低い理由 

と対策 

理由：期首に年間スケジュールが決まっている

ことにより新たな計画が追加し辛い 

対策：外部講師、外部卓話の数を増やすなど、

話題性に富んだ主題の検討が必要 

・どうしたら会に参加したい、もしくは満足度が

上がるのか 

１）もっと会員同士の情報交換の場が必要 

２）仕事重視なので、興味の沸く話題や内容が

あれば積極性が出る 

３）相互理解の場として、今回のような夜の場も

必要 

・財団運営及び会費の用途をどの様に考えて

いくのか 

１）これまでの経緯を含め会員への内容説明と

理解度の向上が必要 

・その他 

１）中長期的な考えとして、50周年に向け具体的

な実施内容を検討する（予算を含め） 

２）RC活性化、会員満足度向上の為にも予算は

ある程度必要 

・総合的に 

もっと気楽に集まり、情報交換できる場や企画、 

運営も必要 

 

 

 

 Dグループ 

  村松 繁君 

 

 

 

D グループは令和 2 年 1 月 14 日（火）18：00

から藤枝市本町の魚久さんにて開催しました。

参加者は栗原毅君 村松英昭君 仲田廣志君 

大塚高弘君 松田真彦君 八木晋介君 村松繁

の合計7名でグループ全員に参加いただきました。 

 

冒頭、村松英昭君から 

ガバナーから 5年計画の作成を強く推奨されて

いること。ロータリー活動は単年度の積み重ね

であり、その良さを活かしながら 5年後のロータ

リークラブをイメージできるような話しあいを

この場でしてほしいなどの挨拶をいただきました。 

 

 

続いて大塚会長から、従来、テーブルメイトは

色々な話し合いをする場でテーマを決めて話あう

ことはあまりなかったこと。本年度はガバナーから

クラブの戦略計画の作成を強く要請された経緯が

あり、ボトムアップで意見を集約したいと考え、

テーブルメイトで話し合ってもらうことにした

との説明ののち、すでに戦略計画検討グループ

によって計画が策定され提出しているが、テーブル

メイトの場で５年後のロータリークラブの向上を

話しあって欲しい。青森では 100%出席例会が

何年も継続されているが、その達成の基盤は

テーブルメイトにあるそうだ。ぜひ、テーブル

メイトが藤枝ロータリーの活性化に貢献できる

場になって欲しいとの挨拶があり、食事を開始

しました。 

 

参加者の意見 

会員が悩みを抱えていたとしたら、それを打ち明け

られるような仲間づくりがロータリーの意義だと

思う。そのために、例会だけで交流を深めるのは

難しいのでテーブルメイトがその役割を果たす

はずだ。ロータリー活動の中でテーブルメイトを

もっと重要視すべき。 

 

栗原リーダーから 

テーブルメイトのメンバー全てが集まって開催

できたことは記憶にない。楽しく有意義な話しが

できて大変盛り上がった。との締めの挨拶を

いただき閉会しました。 

 

次回は 3月に開催することが決まりました。 

 

以上 報告いたします。 

 

■ 奨 学 金 授 与                 

 

 

米山奨学生 

 リジヤニ・ 

  アギスタさん 
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《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／鈴木邦君） 

月 火 水 木 金 

3 4 5 6 7 

閉局 10：00～ 

15：00 

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 

２月のお祝い 

おめでとうございます！ 
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