● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

本日もコロナ感
染状況の話から
ですが、日本が
世界最多の感染
者数となり、静
岡県内でも昨日
過去最多の感染
者を更新しまし
た。県内で 6521 名、藤枝市内でも 154 名の感染
者が報告され、いつどこで誰が感染してもおか
しくない状況になっています。
不安に感じている方も多いと思いますし、職業
によっても自粛せざるおえない方もいらっしゃ
ると思いますが、今まで通り静岡県の警戒レベ
ルを目安として、現在もレベル 2 の警戒を強化
するレベルとなっていますので感染対策をしっかり
とし、場合により内容を再考しながら引続き例会
を続けて行ければと考えます。
地区の動きも内容の変更はあるものの止まるこ
となく土曜日には本日卓話をしていただきます
「会員増強維持委員会」セミナーがグランシップで
リアルに開催をされ、翌日曜日には「米山記念
奨学セミナー」が ZOOM にて開催をされました。
ご参加をいただきましたメンバーの皆様ありが
とうございました。参加された皆さんにも委員
会報告等で感じたこと、行動指針などをお話い
ただき発信をしていただきたいと思いますが、
まず「会員増強維持」セミナーでは 1 年間に 51
人増強した高崎ロータリークラブ所属の田中久
夫パストガバナーの講演を拝聴しました。情熱
があり何事にも貪欲でそれでいて先を常に考え
勢いだけでなく緻密さも感じられ、この方に
アプローチされたら断り切れないだろうと引き
込まれました。増強維持の手法は色々とあります
がまずは情熱があるかが大事になりますし、
クラブの事情での増強ではなく入会することに
より得られる体験や仲間づくりが大切であると
お話されていたのが印象に残りました。
本日、入会候補者の杉浦さんが見学に来ていた
だいていますので、皆さんからもお声がけをし
ていただき 44 人目の仲間になっていただけれ

ばと思います。よろしくお願いをいたします。
続いて「米山記念奨学セミナー」ですが、自分
自身関りが少なく色々と知ることが出来ました。
世界の平和を願うこころを育てる事を目的に
はじめられ民間奨学事業としては最大の組織と
なっています。毎年 900 名の奨学生を迎い入れ
ていますので、ロータリーを代表する事業の一つ
であると改めて感じました。
藤枝クラブも土屋幹事がここ何年もカウンセラー
を引き受けていただき迎い入れていますが、奨
学生と一年を通して全会員がコミュニケーショ
ンを図れるよう席の工夫をしながら例会を活用
していければと考えます。寄付についても全国
平均を上回る額 16,000 円を当クラブは実績と
してありますので米山奨学生に関しては貢献を
しているクラブであるといえます。
最後になりましたが、焼津ロータリークラブ
所属地区会員増強維持岡村委員長・深沢委員に
おかれましてはご多忙の中、藤枝の地に足をお運び
いただきましたこと誠にありがとうございます。
岡村さんは焼津クラブの会長でもあり、本日配布
されました志太経済懇話会の会長でもあります。
深沢さんにおかれましても会長エレクトという
ことでクラブ内でも重責を担っているお二人で
ございます。仕事を効率的にこなし睡眠も取れ
ているのだろうかと常日頃からアクティブな方
だと拝見おりますが、会員増強に必要な情熱は
あるかを体現しているお方ですので本日の卓話
は大変有意義な時間になると確信しております。
25 分と限られた時間の中ではございますが後
ほどどうぞよろしくお願いいたします。
月初でありこの後多くのプログラムがあります
ので簡単ですが報告とさせていただきます。
本日もよろしくお願いいたします。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・英字版 the Rotarian が届きました。
・ガバナー事務局より
ガバナー月信 2022.7.8 月号が届きました。
・日本事務局より
財団室 NEWS2022 年 7 月号が届きました。
・7 月 27 日早朝例会は雨の中 19 名の参加で
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例会が行われました。
・7 月 30 日会員増強維持セミナーが行われま
した。
・7 月 31 日米山記念奨学セミナーが行われま
した。

・妻の誕生日を祝っていただきありがとうござ
います。私も今年はちゃんとプレゼントを渡
そうと思います。勝又徹君
・夫人誕生祝ありがとうございます。猛暑に負
けながら生きています。竹田勲君

● 出 席 報 告

森下 敏顯君

・いつもお世話になります。8 月 3 日今日は妻
の誕生日と今月結婚記念、ロータリーの皆様

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

42／43 97.67％

43／43 100.00％

に祝ってもらってありがとうございます。妻、
自分共々元気とまだまだガンバっていきます。

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○大杉君 ○落合君 ○河森君 ○小西君
○島村君 ○菅原君 ○鈴木舜君 ○辻君
○武田君 ○仲田晃君 ○松田君
○村松英君 望月君

北島毅君
・お祝を頂きありがとうございます。当日は忘
れずに祝いたいと思います。増田貴行君

スマイル累計額 ３６，０００円

(２)メークアップ者
大杉君 落合君 河森君 小西君
島村君 菅原君 鈴木舜君 辻君
武田君 仲田晃君 松田君 村松英君

● 地 区 会 員 卓 話

● ビ ジ タ ー
地区会員増強維持

地区会員増強維持委員会 岡村 延昌委員長
地区会員増強維持委員会

委員会

深沢 英雄委員

岡村 延昌委員長

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）
株式会社 北榛物流 杉浦 俊明様

● スマイル B O X

森下 敏顯君

岡村様、深沢様 お忙しい中卓話ありがとう
ございます。宜しくお願い致します。鈴木邦昭
君、土屋富士子君
・お祝いありがとうございます。祝って頂ける
のはロータリーだけです。うれしいです。
大塚高弘君
・50 才になりました。あと 30 年は頑張ります！
平野純也君
・たん生日の御祝ありがとうございます。生ま

● 奨 学 金 授 与

れて 51 年たちましたが、
まだまだ未じゅく者
です。これからもロータリー精神でがんばっ
ていきます。八木晋介君
・今年も、家内と二人揃って 8 月 21 日の誕生日

米山奨学生
リ・ミンギョクさん

が迎えられそうです。お祝いありがとうござ
いました。平和則君
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8 月のお祝い
おめでとうございます！

増田ご夫妻
北島ご夫妻

《8 月の事務局開局日時》

《8 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

8
閉局

9

10

10：00～

9：30～

11
閉局

12
閉局

16：00

16：00

16
閉局

17

18

19

10：00～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

15
閉局

ソングリーダー…… 太田 暢裕君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

22

23

24

25

26

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

29

30

31

閉局

10：00～

10：00～

16：00

16：00

※ 8 月 11 日～16 日まで事務局は閉局となり
ますので、お願い致します。
※ 開局日時は変更になる場合があります。

四つのテスト

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／内田 寿美君）
2391-3

