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■ 会 長 報 告        玉木 潤一郎君 

先週、冠講座の

トップバッターを

務めてきました。 

コロナもあり例年

より少人数ですが、

逆に熱心な学生ば

かりで過去最高に

話しやすかったです。 

広報の一環で来月の静岡ビジネスレポートに

記事で載ります。ご覧ください。 

 

土曜は会長幹事会です。 

第 5 グループ杉浦ガバナー補佐のファクスは

統一見解ではなく、表現も行き過ぎたものだと、

遠州 4クラブ会長連名で文書がきました。 

分区再編について、今回は穏やかに話が済みそう

です。 

 

今日は RLI卓話です。 

実際のセッションではどんなことをやっている

のか、少しでも知って頂けたらと思います。 

■ 理 事 会 報 告        鈴木 邦昭君 

・11 月プログラムが承認されました。4,18,25 日

は、年間プログラムより変更がありました。 

・冠講座について、学生 12名の対面授業として

予定通り開催いたします。会員は自由出席と

なり、実際に例会はありませんが全員出席

扱いの例会となりました。 

・11/18 地区財団卓話について、「財団とは？

会費で集めたお金の使い方について」等の

テーマを依頼。20～25分程度の予定。謝礼では

なく、お土産対応で承認されました。 

・12/16 クリスマス家族夜間例会について、

日時、場所、会費、予算が承認されました。

内容は継続審議となります。 

・第 4グループ、第 5グループ再編成について、

地区からの指示であれば受け入れる。現段階の

内容では、再編成について賛成する方向性では

ない意見を会長幹事会へ持っていくことと

なりました。 

・指名委員会について、指名委員会メンバー6 名

について承認されました。 

・50周年準備室について、50周年実行委員長は

森下さんに決定いたしました。50周年に必要な

経費を 2020年度内にも予算として、利用可能

として承認されました。 

・その他、開局日の事務局不在時の電話対応に

ついて、例会時や銀行等の外出時、電話は

不在対応となりました。再連絡、FAX、メール

での対応お願いいたします。 

■ 幹 事 報 告          鈴木 邦昭君 

・国際ロータリー第 2620地区 HPより 

ガバナー月信 2020.10 No.4 をご案内いた 

します。 

・ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会 

より 

『風の便り』Vol.６NO.2が届きました。 

・ロータリー米山記念奨学会より 

ハイライトよねやま Vol.247が届きました。 

・比国育英会バギオ基金より 

第 42回バギオ訪問交流の旅のご案内が届き 

ました。 

■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／40 92.50％ 40／40 100.00％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 鈴木舜君 仲田晃君  
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■ ビ ジ タ ー                      

河村 隆夫君（島田） 

■ スマイル B O X         仲田 廣志君 

・11月 14日（土）の 14時から藤枝市郷土博物館 

で講演します。チラシをお配りしましたので、 

どうぞご覧下さい。    島田 RC 河村 隆夫君 

スマイル累計額  ７６，０００円 

■ R  L  I 研 修              

 

 

RLI・規律 

グループリーダー  

青島 克郎君 

 

 

１．RLI・規律グループ担当例会の報告 

 １０月２１日の例会においてＲＬＩ研修に

基づくセッションを行いました。 

 地区ＲＬＩ研修に参加中の玉木会長にファシリ

テーター、セッション参加メンバーに石垣君、

山田君、中田充君、河森君、内田さんの５人で

実施しました。セッションテーマは研修テキスト

パートⅠセッション 5「会員の参加を促す」で、

メンバーの考えや意見をファシリテーターが

上手に引き出し、他の会員の参考になり有意義な

ものであったと思われます。 

 

２．ＲＬＩの活動報告 

a) 藤枝 RCでの活動 

  前年度の活動 

   ① 2019/11/20 村松英昭君のファシリ 

テーターによるセッション 

   ② 2020/ 1/22 村松英昭君 玉木君 

 ２名による卓話 

   ③ 2020/3/18  コロナ休会で中止 

今年度の活動 

     ① 2020/10/21 玉木ファシリテーター 

によるセッション 

   （参加メンバー石垣、山田、中田充、 

内田、河森） 

② 2020/3/17  内容未定 

b)地区の活動 

  前年度の活動 

   ① 2019/12/21  パートⅠ研修   

静岡アザレア 玉木君   5,000円 

② 2020/9/26 パートⅡ研修   

ZOOM       玉木君   無料 

    ③-1 2020/12/13 パートⅢ研修    

ZOOM        玉木君   無料 

③-2 2021/1/10 パートⅢ研修 

   ZOOM        玉木君   無料 

  今年度の活動 

     ①-1 2021/3/14 パートⅠ研修   

静岡アザレア  参加者未定 

①-2 2021/3/21 パートⅠ研修   

ZOOM       〃 

②-1 2021/4/10  パートⅡ研修   

ZOOM       〃  

②-2 2021/4/17 パートⅡ研修   

静岡アザレア    〃 

③-1 2021/6/ ? パートⅢ研修   

ZOOM/リアル    〃 

③-2 2021/6/27  パートⅢ研修   

ZOOM/リアル    〃 

 

地区研修参加者は各クラブの会長エレクトが

指名となっています。 

地区では全てのパートの研修修了者の中から

DL(ディスカッションリーダー) の候補者の

選定と DL研修方法の検討を進めています。 
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■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 10月号紹介』 

 

 

 

 

 

 

 

１０月号の紹介をさせていただきます。 

まずは、横組みの１３ページから。 

今月は「米山月間」であることから、米山記念

奨学事業の特集が組まれています。米山記念

奨学会のあゆみ、よねやま親善大使の紹介、

奨学生の採用の推移、地区別の寄付額、功労者数

などが紹介されています。 

１７ページの表では、皆様が毎年寄付していた

だいている寄付金が、他地区と比べてどうか、

寄付者の割合はどうか、など比べてみることが

できます。 

米山記念奨学会を知るきっかけになる特集かと

思います。 

 

そして、２０ページは私のお気に入り、「大人の

着こなし図鑑」です。 

今月のテーマは、レディースジャケット。

オーダーメイドと既成の違いや、着こなしの

アドバイス等今月号は女性会員に向けたに内容と

なっています。 

いままでは、男性の服装の紹介が続きましたが、

今月号は是非、女性会員のお２人に目を通して

いただけたらと思います。 

 

３３ページの「エバンストン便り」をご覧くだ

さい。 

アフリカ地域の野生株ポリオウイルスの根絶が

ＷＨＯから発表された旨の話題が掲載されて

います。 

国際ロータリーの活動目標の１つ、ポリオ根絶に

また一歩近づいたことになります。 

あとはアフガニスタンとパキスタンにポリオ

感染が残っていますが、いつか根絶できることを

願って、我々にできることを着実に行っていく

しかない、と改めてこの記事に感じさせられ

ました。 

ワクチン接種で根絶できるウイルスであること

から、現在世界中に蔓延している新型コロナの

恐怖に比べれば、目的達成もそう遠くないのかも

しれません。 

皆さんは、どう思われたでしょうか。 

 

続いて、縦組みページの４ページ、「スピーチ」を

ご覧ください。 

「地域と共に歩む経営」と題された株式会社

セコマ代表取締役会長、丸谷智保氏の講演要旨が

掲載されています。北海道内１７９市町村のうち、

１７５の地域に出店しているセイコーマートと

いうコンビニチェーン店を経営している方で、

コンビニ顧客満足度調査ではここ４年連続して、

セブンやファミマを抑え堂々全国１位を獲得して

いるそうです。そんな会社の経営ノウハウの

一端が語られています。 

皆さんも会社や事務所のリーダー、相談役として

日々格闘していることと思いますが、業種は

違えど、自分の仕事に参考になる考え方や手法が

語られているかもしれません。 

この方は残念ながらロータリアンではないよう

ですが、この記事を読んで、職業奉仕という

言葉が思い浮かびました。 

皆様も是非お読みください。 

 

そして１３ページ、「卓話の泉」。 

睡眠時無呼吸症候群の話題が取り上げられて

います。私も昼間眠いことが多いので、気に

なっている病気でもあります。皆さんは心当たり

ありませんか。文末にちょこっと対策も書かれて

いますので、まずはそこから、と思った次第です。 

 

最後に１６ページの「友愛の広場」。 

岐阜東ロータリークラブの浦田会員考えた

「ロータリー五訓」なるものが紹介されています。

皆さんは、これを読んでどのように感じたで

しょうか。 

ロータリーというものを、ほんの少し考えて

みるのにとても良い記事かと思い、紹介させて

もらいました、 

 

以上１０月号の紹介とさせていただきますが、

ご自宅や仕事場へお持ち帰りいただき、お時間の

ある時に友を開いて、興味のあるところだけでも

見ていただけたらと思います。 
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■ 冠 講 座 委 嘱 状 授 与            

 

 

 

■ 冠 講 座 開 講 式                

令和 2年 10月 13日(火)13:20 

静岡産業大学藤枝キャンパス ウイステリア

ホールにて 

藤枝ロータリークラブが担当する冠講座が

始まりました。 

 

講座の開始に先立ち、委嘱状が静岡産業大学 

副学長 堀川知廣氏から藤枝ロータリークラブ

玉木潤一郎会長に授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の静岡産業大学の授業は、新型コロナ

ウイルスに対応するため、教室での授業とオン

ラインでの授業が半々となっています。学生は

コロナ感染を恐れて、オンラインの授業を選択

する場合が多いとのことで、冠講座を受講する

学生は、カリキュラムの関係もあり大多数が

留学生となります。当日、教室に集まった学生は

9 名で留学生は 7 名でした。教授に促されて

学生ひとり一人が自己紹介をしてくれました。

それによって、玉木会長は日本語の力を把握し、

講義の内容や話すスピードを調整されたようでした。 
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文責 奉仕委員会  

社会奉仕・青少年担当 村松繁 

★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

     令和 2年 10月 13日㈫ 

＜講義内容＞ 

     「若年層の起業とロータリークラブ」 

＜担当者＞ 

藤枝ロータリークラブ 

           会長 玉木 潤一郎君 

玉木会長の講義は、「若年層の企業とロータリー

クラブ」のテーマに添ってスタートしました。

冒頭はロータリークラブの紹介です。ロータリー

クラブの会員 120 万人、3 万５千クラブ以上が

世界に存在していることなど、ホームページを

閲覧しながらロータリークラブの活動を紹介

しました。 

本題に入ると、玉木会長のトークは熱を帯びます。

学生時代をグライダーにたとえ、先生の指導と

後押しで問題を解いていく力を付けること。

社会人になると、ジェット機のように自ら飛び

立つ飛翔力が要求されることなど、参加した

ロータリークラブ会員にも参考になる話しが

何度となく聞けました。商売の５W２H の中で、

WHO（誰がやるのか）が非常に重要であること

など、学生はメモを取りながら集中して聞いて

いました。 

また、起業することの魅力に言及され、いくつか

の企業を具体的に紹介されました。これから

社会で活躍する学生には、強い刺激になった

はずです。 

 

 

 

 

 

 

 

講義が終わると、講義内容について学生は残り

１５分の中でレポートを書きます。 

今日の講義で学んだこと。そしてそれについて

考えたこと。がレポートのテーマです。留学生が

多く当初、理解に不安がありましたが、真剣に

レポートを記入している学生を見て玉木会長は、

今年の学生は真剣に学ぼうとしてくれていると、

感じたそうです。 

これから、今回を含め１１回の冠講座となります。

どうぞよろしくお願い致します。   （村松君） 

 

 

＜開講日＞ 

   令和 2年 10月 20日㈫ 

＜講義内容＞ 

日本茶の魅力発見！！ 

   ～古くて新しい日本茶の楽しみ方 ‟闘茶“～ 

＜担当者＞ 

(株)松田商店 

         代表取締役 松田 真彦君 

令和 2 年 10 月 20 日 13:20～15:00 より静岡

産業大学にて藤枝ロータリークラブが担当する

冠講座の第 2回目の講座が行われました。 

 

2 回目の講師は、藤枝市茶町で 200 年以上

お茶屋を営む、株式会社松田商店の 8代目当主、

松田真彦氏です。 

テーマは「日本茶の魅力発見！！ ～古くて

新しい日本茶の楽しみ方“闘茶”～」8 名の

学生さんが聴講されました。 

冒頭、お茶は紅茶・烏龍茶・緑茶に分類され、

全世界では紅茶の生産量が多いことなどを

話されたあと、本題の闘茶の話題となります。 

闘茶とは、お茶の葉を見て、飲んで、そのお茶の

産地を当てる競技です。プロの競技では５つの

お茶が出ます。非常に難しく、奥が深い競技です。

大会のお茶は毎年産地が変わりますが、静岡と

宇治のお茶は定番で出ることになっています。

何周もすると、お茶を 15 杯も飲むことになり

ますが、一期一会の精神でその一杯、一杯の



 

 2322/2323-6 

 

お茶と向き合うことは、マンネリ化した日常を

新鮮な心で向き合うことを意識する訓練にも

なり、仕事にも通じます。 

 
お茶を扱う会社の経営者として、10年前に抹茶

スイーツに取り組みました。ケーキ屋さんは

ショウウインドウにケーキを並べてお客様に

選んでもらいますが、抹茶スイーツは並べて

おくと、色が落ち、味が落ちてしまいます。

ですので、洋菓子屋さんのように並べられない

ハンディがありますが、10年間スイーツを販売し

続けています。これもお茶のチカラのおかげだと

思います。 

 
経営者としては、闘茶についての通信教育を

ビジネスにしようとチャレンジしましたが、

見事に失敗しました。今は笑って話せますが、

会社の経営は一つの失敗から会社がつぶれて

しまうこともあります。責任重大な立場ですが、

そこに喜びがあり、お客様にお茶とその文化を

届け続けることに誇りをもって、会社経営を

続けていますと語り、松田氏の講座が終了しま

した。              (村松君) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《10 月～11 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／辻君） 

月 火 水 木 金 

12 13 14 15 16 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

閉局 

19 20 21 22 23 

10：00～ 

16：00 

閉局 09：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

26 27 28 29 30 

閉局 10：00～ 

16：00 

09：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

11/2 3 4 5 6 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

9 10 11 12 13 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

16 17 18 19 20 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

23 24 25 26 27 

閉局 閉局 9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

30     

閉局  

 

  

 

 

 

ソングリーダー…… 横山 稔君 

ソング…… それでこそロータリー 

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 

四つのテスト 


