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● 会 長 報 告        鈴木 邦昭君 

皆さんこんにちは。 

先週の新年賀詞合同例会

では多くの皆さんにご参加

いただきありがとうござ

いました。しみず芸妓を

お呼びしての懇親会では、

大変盛り上がり活気あるスタートが切れました

こと大変うれしく思います。 

企画・設営をしていただきました大塚委員長・

八木親睦担当おかれましてはクリスマス例会に

続いての担当でしたがまことにありがとうござ

いました。 

年に一度の南クラブとの合同例会ですが、お座

敷遊びの時などクラブの色の違いが出ていたの

かと思います。お互いいい刺激を感じながら地域

に根差したクラブとして認知度・存在意義を高め

られるよう下半期頑張っていきたいと思います。 

具体的な計画についてはこの後のクラブ協議会

にてそれぞれの委員長より報告がありますので、

お耳を傾けていただきたいと思いますが、三月

後半になりますと次年度の案件も予定されてい

ます。ここ何年かコロナ過で新会員研修や委員

会間の引継ぎ等の時間を設けることができずこ

こまで来ていますので、開催実現に向けて足並み

をそろえ調整をしていきたいと思います。 

入会年度の浅い会員の皆さんは、それぞれに

ビジョンや期待をもって入会をしていただきま

したので、ロータリーを楽しんでいただきたい

ですし、楽しむためにはまずロータリーを知って

いただくことが第一になります。コロナ過で

ロータリアンをとりまく環境も変化をしていま

すが、変えるべきものと変えてはならないもの

があります。クラブ個々で多少の差異はあると

は思いますが、守るべきマナーも存在している

と思います。 

今年度の新会員研修は頼りがいのある江﨑直前

会長が主になり開催予定ですのでより濃いもの

になると思います。ぜひ期待をしていただきご

参加をお願いいたします。 

自分も会長職を通して色々な経験をする中で

まだまだ半人前ですがロータリークラブをより 

 

深く知ることができています。おっくうと思う

ことも多々ありますがまずは出席をして例会や

親睦を通して奉仕のこころを育んで頂ければと

思います。 

コロナウイルスも XBB.1.5と新たな変異ウイル

スが検出され、出口が見えない日々が続きそう

ですが、下半期もご協力を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。 

・日本事務局より 

職業奉仕月間リソースのご案内が届きました。 

財団室 NEWS 2023年 1月号が届きました。 

・ガバナー事務所より 

 ガバナー月信 1月号が届きました。 

・ロータリー米山記念奨学会より 

ハイライトよねやま Vol.273が届きました。 

・一般財団法人 比国育英会バギオ基金より 

バギオだより2022年12月号Vol.が届きました。 

● 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 

42／45 93.33％ 42／45 93.33％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○江﨑君 ○大杉君 ○太田君 ○落合君 

○勝又君  河森君 ○島村君 ○鈴木舜君 

 仲田晃君 ○松田君 ○村松繁君 望月君 

(２)メークアップ者 

江﨑君 大杉君 太田君 落合君 勝又君 

島村君 鈴木舜君 松田君 村松繁君  

 

● ゲ ス ト                        

リ・ミンギョクさん（米山奨学生） 
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● スマイル B O X       森下 敏顯君 

・誕生祝ありがとうございます。６５歳になり

ました。亡き母が遺してくれた酸素ルームに

入って元気よく健康増進に努めていきます。 

山田賀昭君 

・今月１６日に７３回目の誕生日を元気にむか

えました。           村松英昭君 

・今月２３日に誕生日を迎え５８歳となります。

毎年ロータリークラブ会員の人達に祝っても

らいありがとうございます。   北島毅君 

・妻の誕生祝ありがとうございます。夫は正月

早々に酒も飲まないトラトラになりました。 

小西啓一君 

・８０才の誕生を迎え元気な毎日です。色々な

事に関わって行く事が健康の基と２人で頑張

って居ます。         松葉義之君 

・お祝いありがとうございます。当日は、２人

でおいしい食事に行きたいと思います。 

増田貴行君 

・貴重なありがたいお祝品ありがとうございま

す。妻には大事に使うように言っておきます。

末永く共にがんばっていきます。八木晋介君 

・結婚祝いありがとうございます。早や半世紀

になりました。コロナが落ち着きましたら 

旅行にでもと思っています。  仲田廣志君 

 

スマイル累計額 ５３，０００円 

● 入 会 式                  

 

 

本日、石上 忠義君が 

入会されました。 

 

 

 

氏 名  石上
いしがみ

 忠義
ただよし

 

勤務先 有限会社 魚時 

役 職 専務 

勤務先住所 藤枝市駅前 2-7-2 

 

 

 

 

● 奨 学 金 授 与            

 

 

 

米山奨学生 

リ・ミンギョクさん 

 

 

 

● ク ラ ブ 協 議 会          

会員増強維持委員会 

増田 貴行委員長       

クラブ協議会  

上期報告 下期計画 

 

・会員増強維持ですが、8 月 3 日に地区の岡村

委員長をお招きして、会員増強・維持に関

しての卓話をして頂きました。増強だけでは

なく、維持も大切であると感じた卓話でした。

そして、純増２名を目標に取り組み、勝又さん、

杉浦さん、石上さんに入会していただき目標

を達成することができました。 

 下期も引き続き候補者に声掛けをして会員増強

に努めていきます。 

 新会員研修を下期に行いたいと思います。 

 

・公共イメージ向上・クラブ広報では、9月 14日

に地区の若林委員長に公共イメージ向上に

ついての卓話をして頂きました。ロータリー

クラブの存在を多くの人に知ってもらえるよ

うな活動が必要であると感じました。そして、

10 月 19 日に早朝例会としてエンドポリオ活動

の募金活動を藤枝順心高校にも参加いただき

行いました。当日は、地区から配布された

ロータリーのロゴ入りウエットティッシュも

配布し公共イメージ向上・クラブの広報活動

にも繋がったと感じています。 

 広報活動の一環として、例会の様子を録画し

配信を昨年に引き続き行っています。例会毎

にファイスブックにも例会内容を投稿し、

クラブ広報に努めています。 

 

・毎月、石垣会員にロータリーの友の紹介を

していただています。本来であれば、決めら

れた日時・時間でお願いするべきところ、
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急な変更等も多々あり、ご迷惑をかけてしま

ったことを反省しています。下期も引き続き

月１回、ロータリーの友を紹介していきます。 

 

上期の中で委員の皆さんに参加していただけ

るような委員会の開催が出来なかったので、

下期は委員会を開催し、会員増強維持、公共

イメージ向上に関して、意見交換をしたいと

思っています。 

 

 

 

奉仕クラブ研修委員会 

北島 毅委員長 

 

上期報告・下期計画を 

報告いたします。 

 

≪職業奉仕≫ 

 

① 10/12 職場訪問例会 

東海ガスさん協力のもと当初予定されてい

た藤枝市総合運動公園サッカー場訪問が中

止になり、急遽中部電力パワーグリッド藤枝

営業所長による『至近の電力事業について』

お話をしていただきました。 

  2/22 職場訪問例会を計画しております。 

 

② 『４つのテスト唱和』 

７月から遠藤達哉会員によって行われていま

す。引き続き６月まで行います。 

 

≪社会奉仕≫ 

 

① 10/4～11/8 まで６回にわたり静岡産業大学

にて冠講座が下記メンバーにて行われまし

た。 

鈴木会長、澤部会員、江﨑会員、太田会員、

武田会員 ガバナー淺原氏 

 

 

  2/10 静岡産業大学冠講座交流会に下記 

4名が参加いたします。 

  鈴木会長、土屋幹事、北島委員長、担当武田 

 

② 藤枝市少年サッカーリーグ戦 

4/16 開会式が行われ、鈴木会長、土屋幹事、

北島奉仕委員長、武田青少年担当４名で

参加しました。 

12/17 閉会式が行われ、鈴木会長、土屋幹事、

山田副会長、北島奉仕委員長、武田青少年

担当上記 5名で参加しました。 

その他大会は中止になり行われなかったた

め不参加です。 

 

③ 4/11 ロータリークラブ地区奉仕作業とし

て牧之原市須々木海岸清掃を１１名の会員

に参加していただき行われました。 

 

≪国際奉仕≫ 

リ・ミンギョクさんによる３分間スピーチを

不定期にて実施しています。 

 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 

平 和則委員長 

 

 

1. 上期報告 

1）インターアクト 

➀助成金の贈呈式 

 令和 4年 5月 27日（金）に順心高校のインタ 

ーアクトクラブ例会に鈴木会長、土屋幹事、 

平野副委員長、平が出席し助成金を贈呈しま 

した。 

③ インターアクト年次大会（出席者 平和則） 

④ 令和 4年 8月 6日（土）にＺＯＯＭに 

て行われました。ホスト校三島学園知徳高校、 

提唱クラブは三島ＲＣです。 

テーマは「障がいを超えて思いを繋ぐ」で 

ブラインドサッカー研修を通して「障がい者 

と健常者が混ざりあう社会」に関するグループ 

ディスカッション、手話による自己紹介、手話歌 

のグループ学習が行われました。「障がい者と 

共生する社会」にいて一人一人が考える良い 

機会になったのではないかと思います。 

④ 指導者講習会（出席者 平野純也リーダー） 

⑤ 令和 4年 10月 15日（土）にＺＯＯＭ 

にて行われました。ホスト校は富士学苑高校、 

提唱クラブは富士吉田ＲＣです。非営利 

活動法人「かえる舎」代表理事斎藤和真氏に 

よる地域社会への貢献や奉仕についての 

講演、参加 11校が 5グループに分かれての 
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ディスカション、全体発表が行われました。

順心高校は、点字カレンダーやポリオ募金に

ついて説明していました。高校生が楽しく

交流でき開催し良かったと思います。 

委員会の副委員長、会員の皆様のご協力で 

上期は予定通り終わることができました。 

ありがとうございました。 

 

2. 下期計画 

1）インターアクト 

➀令和 5年 5月 24日（水）インターアクト 

外部卓話を実施します。順心高校のクラブ

顧問と生徒が例会に出席し、年次報告、新年度

の計画のお話をしていただきます。 

②次年度会長、幹事、委員長、インターアクト 

担当副委員長が順心高校の例会に出席し, 

金の贈呈式を行います（5月） 

2）危機管理 

  地区卓話の実施に向けて、現在、講師・日程 

などについて調整中です。ロータリーの危管 

理についてお話をしていただく予定です。 

 3）青少年交換 

  具体的な活動はありません。 

 

 

クラブ管理運営委員会 

大塚 高弘委員長 

 

 

 

 

ロータリー財団・ 

米山記念奨学委員会 

松葉 隆夫委員長 

 

 

●ロータリーの友紹介    石垣 善康君 

『ロータリーの友  1月号紹介』 

今月号でロータリーの友創刊70周年を迎えました。 

１９５３年１月、３,３００冊からスタートし、

現在は８９,０００部に至っています。 

 

RI会長メッセージ 

横開きのページ＜９ページ＞をお読みください。 

１月は職業奉仕月間です。職業奉仕月間の特集

として（私のプライド、その仕事） 

各職業の会員の記事が紹介されています 

ロータリーの友 70周年記事の中で 

１９９０年モスクワにロータリークラブが創立

されました。 

＜P30＞ 

ウクライナは 

１９３０年代、リヴィウをはじめ三つのクラブ

が加盟認証されました。 

その後、戦争・冷戦などで解散。１９９１年の

独立後キーウで設立され、 

現在はクラブ数６２。会員数１,１００人となっ

ています。  

＜P34＞ 

ロータリーの友の制作方法の変化が書かれてい

ます。 

 

スタート時点では、活版印刷 

その後、写植版下ー製版ー印刷 

２００２年からは DTP制作、 

この日から印刷業界は大きく変化していき、写

植版下業・製版業が完全になくなってしまいま

した。 

その一例が、縦組みページ９P（看板屋三代が生

んだ大ヒット毛筆パソコン文字）です。 

静岡県の印刷組合所属の印刷会社数も、最盛期

４５０社登録が、現在は９１社にまで減少して

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー…… 伊藤 友伸君 

ソング…… 我等の生業 
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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／辻󠄀 孝之君） 

月 火 水 木 金 

  2/1 2 3 

 

 

 

 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

6 7 8 9 10 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

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 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

27 28    

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

   

小西啓一君のご婦人 

伊藤友伸君のご婦人 

松葉義之君のご婦人 

八木晋介君のご婦人 

増田貴行君のご婦人 

杉浦敏明君のご婦人 

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 

仲田晃弘君ご夫妻 

仲田廣志君ご夫妻 

石垣君、落合君、山田君、 

村松英君、北島君 

四つのテスト 
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