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■ 会 長 報 告           山田 壽久君 

皆さんこんにちは。 

 大型連休明けの、

久しぶりの例会と

なりました。連休中

は天気も良く、皆さ

ん色々な計画を立

てられ、充実したお

休みを満喫された

と思います。連休前の４月 24 日付けで、国際ロー

タリー2620 地区の生子ガバナーより、日本のロー

タリー100 周年委員会の設立趣意書が送付されて

参りました。2020年に日本のロータリーが100周年

を迎えます。委員会設立に関して、各クラブへの

周知と協力要請がありました。これから100周年に

向けて、日本のロータリーに相応しい事業展開を

することにより、連帯感を育み、基盤強化を目的

として、色々な事業が計画されると思います。

これから具体的な連絡があると思いますので、

ご承知置きいただきたいと思います。 

 私の、会長としての任期もあと 2ヶ月となりま

した。残りの期間をなんとか乗り切っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。今月は

17日に、第4回の会長幹事会が予定されております。

また、月末の 26 日の例会には、1991 年 5 月 28 日

の創立記念日の記念例会として、初代富澤会長に、

当時の様子を含めて卓話をお願いしてあります

ので、よろしくお願いいたします。また、6 月の

2～3 日は、会員旅行となっております。多くの

皆様にご出席をいただき、楽しい会員旅行にしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今週の田中角栄の言葉を紹介したいと思います。

今、国会でも憲法改正の論議が行われておりますが、

彼は、法律を憶えることも大切だが、なぜその 

法律が成立したのかを知らなければ、本当の理解

には至らない。仕事もしかり、何のためにルールが

あり、決め事があるのか、その歴史と背景を熟知

した人が、初めてルールを使いこなせるのだと

言っております。「法律というのは、実に面白い

生き物だ。一行、一句、一語、が大変な意味を

持っている。だが、肝心なのは、法律が生まれた

背後のドラマだ。」法律を変えるという事は、制定

された時代をよく理解する必要があると言って

おります。時代に合った法律改正が、難しい事も

よく理解していたようです。 

 一つ残念なご報告があります。すでに皆様ご存じ

の事と思いますが、初代会長の富澤様の奥様が

5 月 9 日にお亡くなりになりました。昨年の 5 月

28・29・30 日の 25周年記念旅行で、韓国に行って

から、ちょうど 1 年が経とうとしております。

元気な奥様に韓国を再発見させていただき、本当に

楽しい旅行でありました。帰国後間もなく病気が

発見され、富澤ご夫妻はお二人で病気と闘って

参りました。本当に残念でなりません。奥様の

ご冥福を心よりお祈り申し上げまして本日の

会長報告とさせていただきます。 

 

■ 理 事 会 報 告         渡邊 博文君 

・6 月のプログラムについて、6/9 会員旅行報告

に変更になりました。 

・親睦旅行について、前回の報告と変わらず承認 

 されました。 

・ＩＭ決算について、承認されました。 

・藤枝市国際友好協会会費について、例年通り

10,000 円で承認されました。 
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■ 幹 事 報 告           渡邊 博文君 

・国際 2620 地区より 

 2017年5月のロータリーレートは、1ドル＝110円

の報告がありました。 

 英字版ロータリアンが届きました。 

・藤枝ロータリークラブより 

 45 周年記念式典のお礼が届きました。 

・藤枝明誠高等学校より 

 『全国高校サッカー選手権大会出場に係るご支援 

のお礼について』が届きました。 

■ 出 席 報 告             藪﨑 茂君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／48 85.42％ 47／48 97.92％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○梅島君 ○川口君 ○桑原君 ○ 井君  

○富澤静君 ○富澤賢君 ○内藤君 

(２)メークアップ者  

富澤 静雄君（榛南･藤枝） 飯田 敏之君（藤枝） 

佐野 裕基君（藤枝） 森竹 正晃君（藤枝） 

梅島 純夫君（焼津南） 松浦 正秋君（焼津南） 

■ ビ ジ タ ー                      

加藤 博一君（静岡西） 

■ スマイル B O X           藪﨑 茂君 

・今年度も残り２か月となりました。ニコニコが 

 まだまだ足りません。うっかり忘れる方よろしく 

お願い致します。        渡邊 博文君 

・妻の誕生日プレゼントありがとう。伊藤 彰彦君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございます。

駒決競技場で初めて出会って 45年結婚 41年に

なりました。        村松 章隆君 

・毛婚記念日のプレゼントありがとうございます。 

 24 年目に入ります。       望月 誠君 

・結婚記念ありがとうございました。記念に妻の 

肩をもんだら夜、片頭痛になりました。なぜ 

なのかわかりません。      江﨑 直利君 

・5/14（月）蓮華寺池公園で開催します「蓮華寺 

音楽祭」のパンフレットチラシと今年度開催決定 

しました「全国知的障害高等部サッカー選手権 

大会」協賛のご案内を本日配布させていただき 

ました。何卒よろしくお願い致します。 

藪﨑 茂君 

スマイル累計額  ５０７，２００円 

■ 委 員 会 報 告               

 

 

青少年委員会 

  望月 誠君 

 

 

 

１０月２２日のコスモス畑でお話し会 

 

１０月２２日に華笑園に午前８時少し前に集合を

してコスモス畑でお話し会の準備に入りました。

コスモス畑の会場はあらかじめ佐野芳正さんが

整理、清掃をしていただいております。そして

午前８時３０分にお話し会の方々が来場して

いただきさっそく準備にはいりました。早朝から

の参加者は、親睦委員会の杉浦さん、平原さん、

杉山さん、鈴木照光さんたちと佐野芳正さん、

江﨑さん、望月であります。ロータリークラブ

メンバーの準備内容としては ①、バルーンに

ヘリウムガスを注入して、これを水の入ったペット

ボトルに括り付けて、コスモス畑に設置する。

②、コスモス会場にロータリークラブの横断幕を

設置する。③、コスモス会場にブルーシートを敷く。

④、小池さんが持ってきてくれたお化けカボチャの

メーキングをする。このカボチャは約９０キロも

ありました。⑤、焼き芋を作る準備をする。（芋を

洗い濡れた新聞紙にくるみ、空気が入らないように

アルミホイルで包む）などの準備に追われました。

⑤、８時３０分にお話し会の方が来られるので

準備のお伝いをする。この準備は皆さまの協力で

順調に行われました。 

９時１０分に江﨑さんと望月が藤の瀬会館に行き、

第2部の会場のハロウィーンの飾りつけをしました。

今回は小部屋でのイベントのために準備は順調に

進みました。 

ここは第 2 部のワークショップとして来場者に

お面に塗り絵をしてもらいます。藤枝駅南図書館、

岡出山図書館からは、本の福袋として期間限定で

本の貸出をして頂き、また移動図書館も来ていた

だく予定であります。最後には、ハロウィーンの

時期でありお菓子を渡す企画であります。江﨑さん

と望月は 9 時 45 分に華笑園に戻り開催の最終

確認をしました。 

１０時からイベントが開催されました。先ず始めに

藤枝南ロータリークラブの山田壽久会長からの
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挨拶に始まりました。イベントの内容①、手袋人形

（お化けの赤ちゃん）―-橋本さん、②、紙芝居

（こぎつねコンチのにわそうじ）と大型絵本

（どうぞのいす）－竹下さん、戸塚さん、③、お話し

（あくびができるほどおもしろいはなし）とパネル

シアター（あの山こえてどこいくの）―-南条さん、

④、手遊び話（おじいさんとこうさぎ）―井出さん、

⑤、エプロンシアター（おむすびころりん）―望月

さん、⑥絵本（わにさんどきっ はいしゃさん

どきっ）－藤枝南ロータリークラブ会員、⑦ハロ

ウィーン仮面の見本をみせてワークショップの

説明―大石さん、⑧本の福袋の貸し出しの説明―

図書館職員 などたくさんのイベントがありま

した。１部終了後に来場者にコスモスと焼き芋の

お土産を配り、２部のイベントのため藤の瀬会館に

移動をしてもらいました。この配られた焼き芋は

皆さんに好評でした。（この焼き芋の火の番人は

佐野芳正さん、飯田さん、中村さん、桑原さん達で

あります。）１部の来場者は、子供が３３人、大人が

１８人の方が来場していただきました。今回は

当会員のお孫さんも参加していただきました。 

１１時２０分から藤の瀬会館において 江﨑さん、

杉浦さん、望月、お話し会の方、藤枝駅南図書館の

館長さんなどが集合をしてもらい、第２部のワーク

ショップに移りました。内容は仮面に各子供たちが

思いのままに塗り絵をしたり、シールを貼ったり

して、世界に１つしかない仮面作りをしてもらい

ました。皆さん楽しそうに製作をしておりました。

イベント終了後に子どもたちにお菓子を渡しま

した。１１時５５分頃にはイベント終了後に片付け

にはいりました。１１月１３日はコスモス畑で

お話し会のお疲れ会を、平原さんの奥様のお店 H

（アッシュ）で開催をしました。参加者の皆さんと

来年の菜の花畑でお話し会の構想などをアルコール

と美味しい食事をしながら楽しい時間を過ごし

ました。 

 

藤枝南ロータリークラブ杯サッカー大会 

 

平成２９年１月２８、２９日の２日間にわたり

藤枝南ロータリークラブ杯サッカー大会(藤枝市

U－１０サッカー大会)が藤枝総合運動場にて

開催されました。早朝にかかわらず８時に会員の

皆様に集合をしていただきました。当日は天候も

よく気温も比較的穏やかでスポーツ日和となり

ました。会員の出席者は山田会長、渡辺幹事など

多数の方が出席して頂き開会式にのぞみました。

８時２５分に役員、指導者、選手が集合をして

開会式が開催されました。開会宣言に藤枝市サッカー

協会４種委員会委員長の齋藤孝治さんの開会

宣言に始まり、協賛者挨拶として山田寿久会長が

挨拶をされました。２１チームが参加され大変白熱

されまた、手に汗握る試合が展開されました。

試合の結果としては、優秀がバンレグリーン、

準優勝が青島東 FC、第３位が明誠 Y,敢闘賞が

高洲SSSの結果でした。どのチームも日頃の練習の

成果がおもいっきり発揮されたのではないかと

思います。また翌日の閉会式にも多数の会員が

出席して頂きました。 

 

菜の花でおいしいお話し会 

 

４月１日に菜の花のお話し会が開催されました。

当日の天候が大変心配でありましたが、江﨑さん

からの連絡でなんとか華笑園での開催を熱望

しておりましたが、天候不順と４月には珍しく

寒さがあり残念でありましたが、開催場所を藤の瀬

会館に決定いたしました。私は８時１０分に現地に

出向きさっそく準備に取り掛かりました。 

９時には、親睦委員会の平原さん、杉山さん、

藪﨑茂さんが参加していただきました。 

準備内容としては１．藤の瀬会館の入り口に横断幕

を設置する。２、会場の椅子を並べる。３、お話し

会の後半でのイベントの準備にため机を並べる。

これは草花を図鑑で観察したりや、お花のポットを

並べたり、また、草花のしおり作りなどであり、

準備は皆様の協力があり順調に運びました。１０時

から菜の花畑で美味しいお話し会が開催されま

した。まず、ロータリークラブの主催からの開会の

挨拶、お話し会の代表者の木村さんの挨拶に始まり

ました。１、手遊び（井出さん）、２手袋人形

（橋本さん）３、大型絵本の読み聞かせ（どんぶり）

でふしぎなたねやさんとにんじんとごぼうと

だいこん。４、エプロンシアター（花さか爺さん）

の望月さん５、絵本の読み聞かせ（木村さん）。

藤枝駅南図書館の杉本さんが来場していただき

今回も本の福袋の貸し出しを限定１５袋が用意

され説明をしていただきました。６、草花で遊ぼう

（南條さん）とイベントは順調に進んでいき、

草花でのおひな様、指輪、カチューシャの製作を

したり、４つばのクローズでの相撲遊びのデモ

などや、また華笑園での摘み取ってきた草花を

図鑑で観察したり、草花のしおりの製作など子供

たちは初めての試みであり楽しそうにしていま
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した。また、隣の調理場では、佐野愛子さん、

渡辺幹事、飯田さん、桑原さん、杉山さん、中村

さんが準備して作って頂いた、菜の花の試食をして

いただきました。これが以外と好評で私も試食を

しましたが、何もつけずに食べても大変おいし

かったです。最後にお土産として、華笑園での摘み

取って来た菜の花、花の種とポットを配りました。 

当日、雨天で華笑園での開催ができずに残念でした

が、藤の瀬会館での開催では、大人３２名、子供

３０名と多数の方が来場していただき正直ホット

しております。このイベントを通じて、改めて

当クラブの会員の強い絆を感じました。ありがとう

ございました。 

 

■ 今週の一言         松浦 正秋君 

 

 

 

 

 

 

 

ネット通販アマゾンの有料サービスを利用して、

音楽をスマホにダウンロードして車で聞いて

います。家や事務所でかけるＢＧＭとしても利用

しますので所有していたＣＤが不要になりました。

また、動画配信サービスを利用しワインを飲み

ながら映画を見て晩酌を楽しんでいます。 
 

 

 

 

 

 

 

５月のお祝い 
おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (担当／鈴木寿君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

5/19(金) 

第 1227 回 
会員卓話  

5/26(金) 

第 1228 回 

創立記念日例会 

会員卓話 

1991 年 
5 月 28 日

創立記念日  

6/3(土) 

第 1229 回 

6/3（土）・4(日) 

会員旅行 
 

6/9(金) 

第 1230 回 

次年度会長・幹事

方針説明 
理事会 


