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■ 副 会 長 報 告        飯田 敏之君 

こんにちは、９月に

入り 今日は大型

の台風の影響なの

か風もあり多少は 

さわやかな気がい

たします。 

先月、車での自爆事

故をされた江﨑会長から 明日の例会も代行を

お願いしたいと、昨日メールが入り治療に専念して

いるものの 回復がまだ芳しくないのかなと

心配をいたしますが、最近、会長の姿を見かけた

人はおりますか？一度見舞ってこようと思います。 

２９日の早朝、またも北朝鮮より長距離弾道ミサ 

イルが日本に向けて発射されました。丁度私は 

 ロシアのハバロフスクのホテルにおりまして 

J アラートで ミサイル発射を知ったのですが・・

日本もなめられたものですね。 

訪問先のロシアの現状も ソビエト崩壊後 ２６

年も経っていますが、戦後の日本の再建と比べたら、

なにもかもが 不便極まりないところに感じ

ました。 

北朝鮮の共産圏では 未だに飢えで亡くなる国民が

大勢いると聞きます。 

キム・ジョンウンもロータリーの４つのテストを

実践できれば あの国も少しはまともになるん

じゃないかと・・・独裁者の味を覚えた指導者が

改心したことは きいたことありませんが。 

そんな 緊張の中、昨夜はサッカー日本代表が

天敵 オーストラリアに快勝し メンバーの
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中にもサッカーに関係している人もいますが 

喜ばせて頂きました。 

柔道の金メダルもそうですが 日本人には他の

民族には無い、武士道からの礼儀作法・義理人情

という人を思いやる心があります。ロータリーの

４つのテストの言わんとするところも私たちは 

誠素直に実践できる民族です。 

今日の例会もどうぞ秋の気配を感じさせる爽や

かな例会になるように、お願いして 会長代行の

ご挨拶にさせて頂きます。 

■ 理 事 会 報 告         桑原 茂君 

・10・11月プログラムについて、承認されました。 

・指名委員会発足について、奇数の歴代会長と 

現会長幹事で立上し、メンバー確認で承認され 

ました。 

・11/3 お花畑でお話会について、事業報告書（案）が 

上程され、承認されました。 

・地区大会について、ご案内は全員に配布させて 

頂き、登録料の一部を自己負担して頂く事で承認 

されました。（登録料 15,000 円中、10,000 円 

クラブ負担、5,000円自己負担）例会になるので、 

当日 MU はありません。 

・納涼夜間例会決算報告書について、以後夜間 

例会の決算報告書を都度上程することになり 

ました。 

・藤枝市民ゴルフ大会について、例年通り10,000円 

広告代を協賛します。 

・9・10 月事務局休暇・時間変更のおしらせは、 

MU 表にて御報告させて頂きます。 

■ 幹 事 報 告           桑原 茂君 

・第 2620 地区より 

 英字版 Rotarian が事務局に届きました。 

 地区大会のチラシが届きました。 

 ガバナー公式訪問のお礼が届きました。 

 平成 29 年九州北部豪雨災害支援のお願いが 

届きました。 

 ロータリーカード 6 月末実績表が届きました。 

・藤枝市国際友好協会より 

 FIFS NEWS が届きました。 

・藤枝市ゴルフ連盟より 

 第 43 回藤枝市民ゴルフ大会のお知らせが届き 

ました。 

・静岡県中部保健所より 

 「血液事業の現状」が届きました。 

 

■ 出 席 報 告           加藤 智之君 

 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○植田君 ○梅島君 ○江﨑君 ○川口君 

○鈴木寿君 ○内藤君 ○森竹君 ○山田君 

(２)メークアップ者  

松浦 正秋君（焼津南・藤枝） 望月 誠君（焼津） 

渡辺 哲朗君（藤枝） 加藤 智之君（藤枝） 

森竹 正晃君（静岡中央・静岡南）  

漆畑 雄一郎君（藤枝南・藤枝） 

藪崎 宰一君（藤枝南） 梅島 純夫君（藤枝） 

伊藤 恒夫君（藤枝） 小林 正敏君（藤枝） 

伊藤 彰彦君（藤枝） 山田 壽久君（藤枝） 

古川 賢吾君（藤枝） 中山 恵喜君（藤枝） 

藪﨑 茂君（藤枝） 鈴木 寿幸君（藤枝） 

 

■ スマイル B O X          古川 賢吾君 

・皆様、こんにちは。江崎会長不在ですが、頑張 

ります！                       桑原 茂君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。明日で 

満 73 才になります。      小林 正敏君 

・夫人誕生日のプレゼントありがとうございます。 

9 月 1 日防災の日が誕生日です。しっかり渡し 

たいと思います。       中山 恵喜君 

・結婚記念のお祝いありがとうございました。 

そこそこ仲良くやっています。 早川 清人君 

・結婚記念のプレゼントありがとうございます。 

おいしい洋菓子が食べられるのでカミさんに 

感謝です。                       平原望君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございます。 

多分、結婚 37 年目だと思います。どうにか、 

続いております。               渡邊 次男君 

・納涼夜間例会には多数の方にご参加頂き、あり 

がとうございました。会報の表紙の飾って頂き、 

感謝申しあげます。             中山 恵喜君 

スマイル累計額  １６１，０００円 

 

 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

40／48 83.33％ 45／48 93.75％ 
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■ 会 員 卓 話                  

2016 年 2 月 28 日の

研修セミナーがガ

バナー補佐として

のスタートでした

が、そのセミナーで

改めて責任の重さ

を感じ、何とか約 1

年半の間、藤枝南クラブ、分区内各クラブのご支

援、ご協力により、曲がりなりにも務めさせてい

ただく事が出来ました。特に本年は、スタート時

に 2016 年 4 月の RI 規定審議会の決議により、例

会は月２回、入会金無し等々各クラブの会長、幹

事の方々は大変悩まれた事とおもいます。会長幹

事会や各クラブ訪問には、必ず話題に出て来まし

たが、結果的には各クラブの責任に於いて決めれ

ば良い事で、クラブの裁量に依って運営が出来る

柔軟性が出て来たととらえるようになりました。

又、本年は財団 100 周年、或いは 2020 年日本の

ロータリーが誕生して 100 周年を迎えるので、準

備の委員会の立ち上げ、その為の寄付、そして一

番の問題の分区の再編等頭を悩ます様々な問題

に翻弄された 1年で有りました。しかし地区の一

番の目標で有ります 50 名以下は純増 1 名、50 名

以上は純増2名を分区内全てのクラブで達成出来

た事です。各クラブ会長、幹事、増強委員長の努

力の賜物で有り、感謝申し上げます。又、各クラ

ブの現状のアンケートを実施、年会費、夜間例会

の数、例会のお食事会場費等々を集計、それぞれ

のクラブ運営に活かしていただくようにしまし

た。分区内各クラブを訪問させて頂き、様々な活

動をされ、例会の進行、運営についても色々と工

夫し楽しい例会になるよう進めており、大変勉強

になりました。近年メーキャップで他クラブに訪

問する事が無くなりましたが、特に入会 3年未満

の会員には勧めて良いと思います。以上、1 年を

振り返っての思いとさせていただきます。 

■ 今週の一言           藪﨑 茂君 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

9/8(金) 

第 1241 回
会員卓話  

9/15(金) 

第 1242 回
会員卓話  

9/22(金) 

第 1243 回
会員卓話  

9/29(金) 

第 1244 回
早朝例会①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉浦君) 

９月のお祝い 
おめでとうございます！ 


