● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
2022~2023 年度会長
を務めさせていた
だきます鈴木邦昭
です。
前年度 50 年の節
目の年となり、50
年の歴史と先輩諸
兄の思いに触れ、藤枝クラブの会長として自分
のような浅学菲才の身で務まるのかとこの場に
おいても前をむいてですが自問自答していると
ころです。
今までの年度よりも歩みが遅くなるかもしれま
せんが、藤枝の伝統に傷をつけることが無いよう
日々勉強し倫理観を養っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、前年度最終例会が終わった翌週初めには
記録的に早い梅雨明けとなり連日の猛暑となった
かと思うと今週は梅雨が戻ったようで天候不順
が続いています。
コロナ過の生活が続き、マスクをすることが習慣
になっていますが、猛暑の中でマスクをつける
と息苦しさに加えて熱気もこもりますので
熱中症の発症リスクが増加する可能性が高く
なります。自分の職場は屋外で仕事をすること
が多く、人と十分な距離が確保できる場合は、
熱中症のリスクを考慮し、マスクを外すことが
許されています。
ただ、落ち着いてきたかに見えたコロナ感染で
すが、感染力の強い BA,5 という新たな変異ウィルス
が広がってきて、全国的にも上昇傾向にありま
す。県の警戒レベルを注視し今後も今までと同様
警戒しながら臨機応変に例会を進めていきたい
と思います。
スクール形式から円卓にさせいただきましたが
食事以外はマスク着用を徹底し皆さんも感染予防
に努め健康には十分留意し例会に参加していた
だければ幸いです。
期首に当たり、5 月に卓話していただいた勝又
さんが本日入会していただき 43 名でのスタート
となりました。50 周年後ということで、もしか

したら大先輩の中で区切りをつける方もいるの
かと不安な気持ちでいましたが、本日お顔を拝見
することができ大変ありがたく心強い限りです。
改めてお礼申し上げます。今年度は純増 2 名を
目標としていますので、増田委員長の元、皆さん
で達成していきましょう。
4 月に開催されました規定審議会にて「クラブ
と地区に関連する重要な変更」についての報告
が届きましたので抜粋してご案内いたします。
出席について
報告:クラブが地区ガバナーに月次出席報告を
提出する義務は廃止されました。
出席既定の免除:次の要件が満たされた場合、会
員が出席既定の免除を受けるためにクラブ理事
会の承認を必要としないことが明確になりまし
た。「一つまたは複数のロータリークラブのロ
ータリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上で
あり、すくなくとも 20 年のロータリアン歴があ
り、出席既定の適用を免除されたい希望を、書
面をもって、クラブ幹事に通告した場合」
クラブについて
クラブ理事会の議事録:理事会のすべての会合
後 30 日以内に、書面による議事録を全会員が入
手できるようにするべきです（以前は 60 日以内）
と報告がありました。
以前に比べ柔軟になってきているのかなと感じ
ましたが、三年に一度の規定審議会ですので次
回が 2025 年となります。今後も決められたこと
に逸脱する事がないようアンテナをはって運営
に努めていきますが、「かわらないもの。かわ
ってゆくこと」を精査し皆さんからお知恵をい
ただきながら変化・進化していく一年としてい
きたいと考えます。

● 理 事 会 報 告

土屋 富士子君

・7.8.9 月プログラムについて、承認されました。
・7/27 早朝例会（蓮華寺池）について、雨天中止
（自己判断）その他案も検討中ありですが、
会長幹事へお任せとなり承認されました。
・8/24 納涼夜間例会事業計画について、日時
8/24、場所小杉苑が承認されました。その他
は、継続審議となります。
・2022-2023 年度クラブ計画書について、委員
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会編成表・年間プログラム・事業計画書・予
算書が承認されました。細かな調整について
は、継続審議となりました。
・地区補助金事業申請について、承認されました。
・会費納入について、承認されました。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・英字版 the Rotarian が届きました。
・ガバナー事務所より
2023-24 年度地区委員推薦のご依頼が届きま
した。
・ロータリー文庫運営委員会より
新年度に当たり各クラブへのお知らせが届き
ました。

● 奨 学 金 授 与

(２)メークアップ者
石垣君 伊藤君 内田君 大杉君 島村君
玉木君 松田君 河森君 望月君

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

● スマイル B O X

森下 敏顯君

・2022-2023 年度ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。 鈴木邦昭君、土屋富士子君
・不覚にも脳梗塞で入院してしまい皆様にご心
配お掛けしました。何とか無事に生還でき、
後遺症もなく回復に向かっています。クラブ
からのお見舞い有難うございました。
青島克郎君

米山奨学生
リ・ミンギョクさん

・前年財団委員長をさせていただき有難うござ
いました。本年も引き続き財団委員長をさせ
ていただきます。地区大会で皆出席表彰をい
ただきありがとうございます。 松葉隆夫君
・片の荷がおり、ほっとしています。少し夫婦
で出掛ける機会を増やしたいと思います。

● 入 会 式

ありがとうございました。

江﨑晴城君

・お祝いありがとうございます。必ず妻へ渡し
ます。よろこぶと懇願します。 大塚高弘君
本日、勝又君が
入会されました。
スマイル累計額 ２６，０００円

● 会 員 卓 話
氏

かつまた

名 勝又

とおる

透

勤務先 勝又徹中小企業診断士事務所
役 職 代表
勤務先住所 菊川市半済 2370-22

● 出 席 報 告

森下 敏顯君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

41／43 95.34％

41／42 97.61％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○石垣君 ○伊藤君 ○内田君 ○大杉君
○河森君 ○島村君 ○玉木君 ○松田君
○望月君 鈴木舜君 仲田晃君

新会長
鈴木 邦昭君

年度初めにあたり改めてご挨拶をさせていただ
きます。
クラブ計画書の挨拶を一読させていただきます。
P.7 ~参照
以上、私の所信となりますが、具体的な方針を
掻い摘んでお話をさせていただきます。
増田委員長率います会員増強維持委員会ですが、
先程も触れましたが純増 2 名が目標です。
本日勝又さんが入会されましたのであと 1 名と
なります。来月には地区増強維持委員会の岡村
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委員長に卓話をしていただきます。群馬県内ロ
ータリークラブ 1 年で 51 名純増を達成した実話
をご紹介していただく予定です。
地区より力を入れてほしいと話がありました
「公共イメージ向上クラブ広報」ですが、今年
度もユーチューブ配信をしていきます。二年続
けて太田会員にはご尽力いただきますがよりク
ラブを色々な視点で広報していただき増強維持
の一助にしていければと考えます。
大塚委員長率いますクラブ管理運営委員会です
が、コロナの影響で会員相互のコミュニケーシ
ョン不足が否めないと感じますので、夜間例会
以外でも各委員会・テーブルメイト・同好会等
を積極的に開催していただけるよう促し、会員
の接点を増やし年齢・入会年数の枠を超えて親
睦が深められるような一年にしていただきたい
と思います。
コロナ過で思うように描けない時もあろうかと
思いますが、インクルージョンこそが会員増強
のかぎとなると RI ジェニファー・ジョーンズ会
長のお話の通り会員の積極的な参加により、皆
が居場所を作れるようなクラブにできればと思
います。
北島委員長率います奉仕・クラブ研修委員会で
すが、通年と同じく職場訪問例会の企画・設営/
産業大学での冠講座等担当していただきます。
こちらもコロナ過で色々と制約のある中での運
営になろうかと思いますが新しい発見が感じら
れる例会になればと思います。
そしてインクルージョンのもう一つの試みとし
て多くの会員の皆様から発言をしていただく場
を設けたいと思います。誰にでも参画・貢献す
るチャンスがあり、平等に機会が与えられた状
態で互いに個性を認め、受け入れ合い、一体
となって組織を高めていくことを目指してい
きたいと思います。話の内容は個々にお任せを
したいと思いますが、過去に戦
略計画検討会議の小西さんの発表の中で座右の
銘を持っているかと尋ねられたことが頭に残っ
ていて確か 2 割の方がお持ちだったと記憶して
います。
自分の場合、武者小路実篤の「この道より我を
生かす道無しこの道を歩く」
という言葉を胸に仕事に向き合っています。ま
ずは与えられた使命を極めていきたいという思
いで日々仕事に精進しています。また各々の会
社において社訓や経営理念、SDGs の目標等多種
多様な考えや想いをお持ちだと思いますがそれ
らを知ることにより興味や共通点を見出したり
してそこから繋がりのヒントができるのではと
考えますので、色々なお話をお聞かせください。
ぜひご協力をお願いいたします。
平委員長率いますロータリープログラム委員会
ですが過去に経験した実績を十分発揮していた

だき順心高校インターアクトクラブの活動がよ
り日の目が当たる環境になればと願っています
し、共同での活動も模索していただければと思
います。
ロータリー財団・米山記念奨学委員会ですが、
クラブ一経験と実績のある松葉委員長に全幅の
信頼の元お願いをさせていただきました。今年
度で 6 年連続での経験から有益なノウハウを惜
しみなく啓蒙していただきたいと思います。
力のない会長役ですので委員会以外でも RLI 研
修・戦略計画検討グループ等お願いすることが
多く皆さんにご負担をかけてしまいますが、数
年後にはそれがクラブの血となり肉となってい
きますのでどうぞお力添えをお願いいたします。
最後にコミュニケーション能力の高い土屋幹事
にはクラブ内のみならず地区とのパイプ役とし
て、「人の輪が人の和に」なっていく運営をし
ていただけると信頼をさせていただいておりま
すので忙しい中での一年ですがよろしくお願い
いたします。
共に未来をイマジンし、変化していきましょう。
《新幹事 土屋富士子君》
幹事を仰せつかりました土屋富士子です。
わからないことばかりですので 一つ一つ学び
ながら幹事を務めさせて戴きます。
幹事ということが決まり幹事の役割ほかわから
ないことばかりですが 教えて戴きながら努め
ていきたいと思っております。
よろしくお願い致します。

ソングリーダー…… 平野 純也君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

四つのテスト

2387-3

お祝い
おめでとうございます！
江﨑 晴城君のご婦人
大塚 高弘君のご婦人

《7 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

11
閉局

12
10：00～

13

14

9：30～

10：00～

15
閉局

16：00

16：00

16：00

18

19

20

21

22

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

25

26

27

28

29

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

※ 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。

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

（担当／増田 貴行君）
2387-4

