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■ 会 長 報 告            江﨑 直利君 

会長任期もあと四

カ月になりました、

思うところがあり

各クラブのＨＰの

会長挨拶を探して

読んでみました、各

会長がクラブをど

う捉えているかがわかるからです 

東京ＲＣはつなぐつながるをテーマとし静岡

ＲＣは職業分類にに恥じない行動をしているか？

と会長のテーマを冒頭掲げていました 

藤枝ＲＣは大長会長が小さな変化を掲げ、ＲＣを

組織と捉え、まず会員でその数値目標を達成する

事を第一としていました 

私はなんだかうれしいをテーマに掲げましたので

全く認識が異なっていました 

私は個人個人が工夫し感性に委ねて喜びの中に

ロマンを語る息抜きの場をイメージしていたので、

自分の呑気さを知りました 

それが良い悪いではない事もわかったうえでです 

あらためて、会員、事務局、演奏スタッフ、例会場

職員など途中病気やケガで迷惑をかけたのも含め

許し、見守り理解しようと、楽しく例会を開催する

事ができた事感謝しています 
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■ 出 席 報 告           古川 賢吾君 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○鈴木照君 ○中村君 ○渕脇君 ○渡辺君 

川口君 佐野裕君 鈴木寿君 

(２)メークアップ者 

稲葉 俊英君（藤枝） 望月 誠君（藤枝） 

森竹 正晃君（藤枝） 村松 章隆君（藤枝） 

 

■ スマイル B O X          加藤 智之君 

・2/16 IGMを楽しく開催させていただきました。 

 奨学ですが、その時の余剰金を入れさせていた 

 だきます。           梅島 純夫君 

・皆様、こんにちは。今年も 2/19を迎えました。

我が藤枝南クラブメンバーの青木勉さんの命日

です。もう 8年になりました。今年もいつもの

メンバーといつもの場所で飲んだくれてきま

した。まだまだそちらにはいかないからね。 

桑原 茂君 

・皆様こんにちは。2/18の IMに多くのご参加を 

 頂き、ありがとうございました。後ほど参加

された皆様より報告を頂きます。  桑原 茂君 

・3月 2日 AM9：30～9：45 K-MIXで少しお花畑の 

事が、放送されます。例会前ですがよかったら 

 聞いてみて下さい。       江﨑 直利君 

・皆さま、こんにちは。静岡 RCの小林武治です。

いつも兄がお世話になっております。IMの２次会

では楽しい時間を一緒に過ごして頂きありが

とうございました。   静岡 RC 小林 武治君 

スマイル累計額  ４７５，４８０円 

 

■ 今週の一言         杉山 茂範君 

 

 

 

 

 

 

 

平昌オリンピックも終盤となり、たくさんのメダル

を獲得しうれしいこともたくさんありますが、

その話ではあまりに誰でもできる話になって

しまうので私のちょっとうれしい話をさせて

いただきたいと思います。 

 先月の末に高校の同級生で同窓会を開催しま

した。同級生の桑原君と幹事に名前を連ねさせて

いただき、実に 32 年ぶりの再会となりました。

出席率は 4 割を超え、たいへん楽しく懐かしい

時間を過ごさせていただきました。今では薄汚れて

くたびれた中年オヤジですが、当時は自分には

無限の可能性があり、頑張れば何でもできると

思っていたことを思い出し、ちょっとうれしいと

感じた同窓会でした。 

 

■ Ｉ Ｍ 報 告                  

朝比奈 潔君 

 

今日、2月 23日はロータリー創立記念日にあたり

記念日の卓話という事で何かの縁を感じ、ぜひ

会員の皆様もこの日を覚えていただきたいと

思います。今回の IMは分区の再編にあたり、第 5

分区としては最後の IM となり、次年度からは

静岡の 3 クラブが別れ、新たに天竜川以東の４

クラブが加わり、今迄の 9 クラブから 10 クラブの

編成になり、今迄の地区からゾーンと言う呼び方に

変わり、節目の IMとなりました。次期ガバナー補佐

の紹介も 2名、IMの開催クラブが 2クラブと今迄

とは違う最後の IM ならではと感じました。昨年は

藤枝南クラブの主催の IM でしたので、ついつい

昨年と比べてしまう自分がおりました。今回のIMは

特別な思い入れの入った企画は無く、少しもの足り

なさを感じた IMでした。 

 

 

 

飯田 敏之君 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

１８日の IMに出席してきました。 

地区の編成が第５分区から ４グルーブに替わり 

長年お付き合いをしてきた静岡の３クラブが

我々と別のグループになります。 

替わって 磐田・袋井・掛川の４クラブと地区の

行事・運営を進めて行く事になります。 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／47 85.11％ 43／47 91.49％ 
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９クラブでの IM は最後となりましたが、島田

ロータリークラブの皆様の温かいおもてなしを

十分に感じた IMだったと思います。 

新会員のみなさんも ロータリーのこんな行事に

率先して出て行ってください。 

そして、何処であっても「やあ！」と言える友達を

作って下さい。 

カルロス飯田 

 

 

 

 

渡邊 博文君 

 

 

 

今回私は出席対象者ではありませんが、前回当

クラブが、IM を主催したときの幹事、また島田

クラブのガバナー補佐事務局長を同じ自動車

販売店の仲間が務めていたので、参加させていた

だきました。参加してみると、青年会議所時代の

知り合いや友人が数多くいらしたので旧交を

温めることもでき、多くの人たちと親睦をはかる

ことができ、有意義な一時を過ごすことができま

した。藤枝に戻っても、居酒屋でも引き続き当ク

ラブのメンバーと静岡クラブの小林さんとワイ

ガヤが繰り広げられ、楽しい一日となりました。 

 

 

 

 

小池 𠮷久君 

 

 

 

30年近く在籍して、ＩＭにも 7～8回は出席したと

記憶しますが古いＩＭは殆ど覚えておりません。 

只、今回のＩＭは、現状第 5分区での最後のＩＭに

なったと言う点で、記念すべきものであり、記憶

には残るでしょう。 

今年の島田クラブも、自前の演出等でご苦労された

事でしょうが、いかにせん、昨年の当クラブ主管の

ＩＭと比較して、少々残念な感想でした。 

それだけ、昨年の朝比奈ガバナー補佐主導のＩＭは

随所に「おもてなしの心」があり、素晴らしい

ＩＭであったと、振り返る事が出来ました。 

 

平原 望君 

 

２月 18 日に島田市 大井神社宮美殿にて開催

されましたインターシティーミーティングに

参加させて頂きました。私は、懇親会は所用にて

欠席しましたので、式典・基調講演の部に関して

ご報告いたします。 

今回の IMは、一言で表すと“シンプル！”でした。

どうしても比較となりますのが、昨年私たち藤枝南

で主催しました IMになります。 

確かに、今回基調講演頂いた日銀静岡支店長 

小高様のお話は貴重で素晴らしく、先日偶然にも

私たちの例会でも卓話をしていただいており、

内容を復習し更に深める絶好の機会となりました。

本当に良かったです。ただ、その他の部分に関して

は非常に淡々としておりました。 

司会進行も会員の方のみで、私たちの様にプロ

フェッショナルでお綺麗な鬼頭さんの様な方も

いませんし、ミルローズさんの様な美しく目を

奪われる様な演出も有りませんでした。また私たち

の講演は、神田えり子さんが、みなさんが食いつく

“お酒と食”というテーマでお話しいただいた為、

全員参加タイプの講演になりました。自画自賛

ですが、とても “おもてなし”に満ちた素晴らしい

IMでした！！ 

一昨年静岡で開催されたIMも、“我がクラブ自慢”

というテーマで各クラブ代表者が自クラブの

自慢を披露し合い、私たちも桑原さんが“藤枝南

らしさ”を秀逸にアピール頂き、フル参加型で

良い内容の IMだったと思います。 

その様に考えると、本当に第５分区最後の IMに

しては、少々寂しい感がありました。 

分区の再編により次年度からは私たちは新たに

掛川・袋井・磐田地区と一緒の第４グループとなり、

８年後位には再度藤枝南主催のIMが開催されます。

その際にはやはり、一昨年同様、おもてなし満載の

企画豊かな IM を開催したいと実感した、今年度の

IM参加でした。 

ありがとうございます。 
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例会日 クラブ行事 摘要 

3/2(金) 

第 1263 回 
会員卓話 理事会 

3/9(金) 

第 1264回 
IGM 報告  

3/16(金) 

第 1265回 
IGM 報告  

3/23(金) 

第 1266 回 
会員卓話  

 

 

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝比奈パストガバナー補佐 

昨年を回顧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パシュート覚えました（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとがんばれ～ (担当／杉浦君) 

インターシティミーティング 

日 時 2月 18日（日） 

場 所 島田大井神社 宮美殿 

miyabidenn  

 

 

 


