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■ 会 長 報 告            江﨑 直利君 

久しぶりの例会場

での例会です 

コスモス畑での例

会では八木さんに

演奏してもらい佐

野、飯田家秘伝のト

ン汁や焼き芋をふ

るまってもらいまし

た、また１００名以上の参加者で大成功といえます。

また職場訪問では冨澤委員長が警察学校と何度も

内合わせを行い貴重な経験をさせていただきま

した。そして焼津での地区大会ではたくさんの出

席をいただき、今日の報告を楽しみにしています。

ご尽力いただいた会員に感謝申し上げます 

■ 幹 事 報 告          漆畑 雄一郎君 

・公益財団法人米山奨学会より、 

ハイライトよねやま 212が届きました。 

・藤枝市サッカー協会より 

ヤングサッカーニュース 2017.10 がとどきました。 

・藤枝市広報より 

 小林正敏君が平成 29年藤枝市表彰で産業振興 

功労を表彰されました。 
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■ 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） 

○梅島君 ○佐野芳君 ○中村君 ○早川君 

飯田君 川口君 佐野裕君 

 (２)メークアップ者  

伊藤 彰彦君（焼津南） 古川 賢吾君（焼津南） 

梅島 純夫君（焼津南） 村松 章隆君（焼津南） 

望月 誠君（焼津南） 富澤 静雄君（焼津南） 

鈴木 寿幸君（焼津南） 

■ スマイル B O X          古川 賢吾君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。 

この一年は、ヘルニアとの戦いで悪戦苦闘の 

一年でした。          伊藤恒夫君 

・結婚記念日、妻が幸せになった日です。プレゼ 

ントありがとうございました。  渕脇一啓君 

・結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

中山 恵喜君 

・本日からソングリーダー・出席・スマイルが 

4か月交代します。ソング・加藤会員、出席・ 

スマイル古川会員です。渕脇会員、模範となる 

タクト裁きありがとうございました。 

中山 恵喜君 

・誕生日・夫人誕生・結婚記念プレゼントありが 

とうございます。また一年精進します。 

鈴木 健夫君 

・11 月 3 日、移動例会 第 9 回お花畑でお話会が、 

会員合わせて 100 名越の参加を頂き、盛会で 

開催することが出来ました。これもみなさまの 

お蔭です。ありがとうございました。第 10回も 

よろしくお願いします     。平原 望君 

・結婚記念日と誕生祝いありがとうございます。 

結婚 28年、59才になりました。夫婦の寒さに 

負けず頑張ります。       鈴木 寿幸君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございます。 

33年目に入りました。     稲葉 俊英君 

・去る、10月 30日開業、満５０年記念祝賀会に 

多数の会員のご出席を頂きありがとうござい 

ました。 小杉苑 代表取締役 朝比奈 潔君 

・お誕生日プレゼントありがとうございます。 

丁度節目の 50才になります。ステキな 50代に 

なりますように。        桑原 茂君 

・11/5の地区大会、11/10職場訪問例会に多くの 

ご参加ありがとうございました。久しぶりの 

小杉苑での例会になります。よろしくお願い 

致します。           桑原 茂君 

・しばらく続いた移動例会や例会扱いですが、担当 

委員の方々はお疲れ様でした。みんな大成功で 

よかったと思います。     江崎 直利君 

スマイル累計額  ３０１，０００円 

■ 地 区 大 会 報 告           

江﨑会長 

 

先日、焼津で開催された初めての地区大会お疲れ

さまでした 

１１月１１日焼津グランドホテルで地区役員や

クラブ会長幹事会議が行われました。ＲＩ会長

代理の小沢様をお迎えし、パストＧの志田さんの

「未来のロータリーを考える」講演がありました。

その後歓迎晩餐会になり、焼津に移籍した池谷さん

の司会で始まりました。翌１２日は焼津市民会館で

静岡、山梨から約１３５６名登録で大盛況でした。

前日は翌日の本会議となりました。未来のロータ

リーを話し合うこと、うちのクラブのいいところを

のばす、ひとつひとつのクラブが元気になるお話が

ありました。寛容の心、先進国の課題も加えて

考えること、平和の構築が松村Ｇからお話をいた

だきました。そしてよくしゃべる講師で、本名

らしいのですが白駒妃登美（しらこまひとみ）さん

の記念講演があったのですが、わかりやすくよい話

だったと思います、ただ直前に義理の父親に会場の

ロビーでばったりあって気分が悪いというので

控室へ連れて行き、そのあと看護師が付き添って

寝込んだとまた、わたしを呼びに来て、静岡へ

運転して連れて行ったりしてなんだか慌ただしい

地区大会だった印象で終わりました。歴代山梨や

県内西部や東部、近くても静岡で行われる地区

大会ですが、私の時はガバナーが焼津でＧ補佐が

島田で、本当に便利な時会長のお役目をいただいた

と思います 

 

 

渡邊 芳隆君 

 

今日は、次男渡邊です 11 月 12 日(日)8 時に伊藤

恒夫先輩の車で小林正敏会員とで会場の焼津文化

会館に向かいました。 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／48 85.42％ 40／48 83.33％ 
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高杉会員また長男渡辺哲朗会員の報告の通りで

御座います。記念講演の講師、白駒妃登美さんの

「歴史が教えてくれる日本人の生き方」が 唯一、

少しですが記憶に残って居ります。白駒さんは、

埼玉県生まれで福岡県在住 慶応義塾大学を

卒業後大手航空会社の国際線乗務員 その後、

大病を患い命と向き合う中で、先人たちの生き

ざまを振り返り、それに触れることで歴史の講演を

始めたそうです。 

2620地区の登録者総計 1,354人で登録料 15,000円

ですので 2 千 30 万余の登録料が集められた割には

焼津新港で行われた大懇親会は、今一つの感じが

致しました。 

 

 

渡邊 博文君 

 

地区大会で印象に残ったことは、RI会長代理の

方の米山奨学金の制度のお話でした。戦後、日本を

理解していただくためにアジアを中心とした

多くの学生を奨学生として受け入れました。彼らが、

日本の良き理解者として、それぞれの国の大切な

架け橋となるように願いながらでした。一方、

日本の今の学生は返済義務のある奨学金制度を

利用して、学費・生活費に充当しています。もち

ろん、地方からの下宿している学生は、バイトに

明け暮れ、本業がおろそかになっている学生も

少なくないと聞いています。卒業してからの返済が

大きな負担となっていることも耳にします。しかし、

米山奨学金制度の崇高な理念を推し進めることが、

日本の平和に通じ、ロータリーとして、国際貢献に 

生かされていることを強く感じました。 

もうひとつには、白駒妃登美さんの講演でした。 

歴史家としての視点から国内外に日本の文化・歴史、

日本人そのものを発信していることでした。台湾が、

２０１１年の大震災後、日本に世界一の義捐金を

支援していただきました。それは、なぜだったのか？

イラクへの自衛隊派遣でなぜ、自衛隊は、他の国

よりも、イラク国民から慕われ尊敬されたのか？

涙が出るほど、日本人としての誇りを感じるお話

でした。地区大会に、参加し有意義な時間を過ごす

ことができました。感謝です。 

 

 

杉浦 聡君 

 

松村ガバナーのお話しで、エンドポリオ活動は

そろそろ終息する見通しで、次の課題への取組みに

視点が移っているようでした。エンドポリオの

ような発展途上国への支援から、先進国の抱える

課題への取組みに注力する転換点が訪れている

との認識があったように感じられました。 

 

先進国では、ドラッグ、自殺など成熟した社会の

中で起こる様々な問題があり、対応が追い付かない

状況です。日本のロータリアンの会員数ですが、

ピークの１３万人から４万人以上減り、現在は

８９，４９０人まで減少しているそうです。 

会員数の減少は日本のみならずアメリカや、その

他の先進国でも同じ傾向にありますが、発展途上国

はインド、アフリカを中心に少しずつ増加している

状況です。 

支援する側のロータリアンが減り、支援される側の

ロータリアンが増えている状況を鑑みると転換

点に来ていると言えるかもしれません。 

 

記念講演では講師の白駒妃登美様が「歴史が

教えてくれる日本人の生き方」と題して先人たちの

「志」や、そこに生きた人々の「思い」に触れる

歴史の講演をされました。 

印象に残る言葉は「諸国客衆繁盛」という言葉で、

神社で祈願したりする｢商売繁盛｣のもとになる

言葉で、自分が儲けるということではなく、周りの

皆様のご商売が繁盛し、それがゆくゆくは、めぐり

めぐって自分に帰ってくるという意味の言葉の

ようですが、まさにロータリアンである我々に

当てはまる古き良き言葉だと感じました。 

 

 

渕脇 一啓君 

 

国際ロータリー第 2620地区 地区大会に参加して 

 

11 月 12 日に焼津文化会館で行われた地区大会に

参加させていただきました。 

 

当日は静岡・山梨両県から多くのロータリアンが

参加して盛大に開催されました。 

 

地区大会の成功をお慶び申し上げるとともに、

企画・運営をされた焼津ロータリークラブと焼津南

ロータリークラブの皆様に敬意を表したいと

思います。 

初めての地区大会参加でしたが、もし藤枝で開催
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することになったらと考えると焼津のロータリー

クラブの皆さんのご苦労は想像に難くありません。 

「歴史が教えてくれる日本人の生き方」と題した

記念講演では少しトーンの高い独特の語り口の

白駒講師のお話を伺いました。 

歴史上の出来事の中で先人の選択を推察し、自分の

人生の決断の場面に活かすという大変感慨深い

お話でした。 

懇親会の会場に魚河岸の市場を利用するアイデ

アも焼津ならではのものだと感心いたしました。 

貴重な体験をさせていただきありがとうござい

ました。 

■ 今週の一言         樽󠄀井 勉君 

 

私は、お酒をおいしく飲むためと、ストレス発散の

ために、ティップネスで泳いでいます。 

以前は大洲のプールで泳いでいましたが、ティップ

ネスのプールは凄く空いている、と言われ入会

しました。 

すいーっすいーっと、ゆったり、ゆっーくりと

泳げると喜んでいたのですが、土日は、ガキどもで、

いっぱいです。 

平日の夜は、トドみたいな、おばさんたちで、

いっぱいです。 

とてもストレスがたまります 

ここ最近、寒くなったのでプールが空いてきました。 

一昨日の水曜日、プールに行くと私１人でした。 

なんだかうれしい。 

ゆったり、ゆっーくり泳ぎました。 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

12/1(金) 

第 1253回 

クラブ年次総会 

会員卓話 
理事会 

12/8(金) 

第 1254 回 
外部卓話  

12/22(金) 

第 1255 回 
年忘れ夜間例会  

1/12(金) 

第 1256回 

合同新年賀詞 

交換例会 
担当：藤枝南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ソングリーダー 出陣！ 

がんばれ～（笑） 

 

(担当／杉浦君) 

 


