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■ 会 長 報 告            江﨑 直利君 

またまた先週は

飯田副会長に助けて

いただきました 

義父が急に亡くなり

その打ち合わせも

あり欠席すること

になってしまいま

した 

私は昨年８月から事故や病気、葬儀と本当に続いて

います 

６月は親睦旅行で伊勢へ行くとの事、昔２０数年前

ＪＣメンバーとふんどし姿で五十鈴川へ入った

事を思い出します 

その時確か村松先輩も一緒でした 

一斉に川へ入るのですが、ふんどしに手間取り

私だけ下着のシャツを脱ぐのを忘れて川の中で

慌てて脱いだのを覚えています 

この一連の災いを断ち切るためにもう一回川に

入らなければならないかもしれません 

  

今期も終盤、なんだかうれしいばかりではありま

せんが、みなさんがいろいろ私に花を持たせて

くれている事に感謝しています 

 

■ 出 席 報 告           渕脇 一啓君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

38／47 80.85％ 39／47 82.98％ 
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(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○川口君 ○小山君 ○樽󠄀井君 ○早川君 

○渡辺哲君 池ヶ谷君 中村君 渡邊芳君 

■ スマイル B O X          渕脇 一啓君 

・またまた先週も欠席し申し訳ありませんでした。 

江﨑 直利君 

・皆さま、こんにちは。一日一日と温かくなって

きました。いよいよ私の花粉症も激しくなって

きました。しばらくマスクマンに変身です。 

桑原 茂君 

・本日で 63才です。バースデープレゼントあんとね。 

あちらの機能を失って６年2か月たちます。悲しい

です。             内山 淑夫君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。夫婦

ともに、ドイツ料理が大好きなので、大変美味

しくいただきました。      植田 裕明君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございました。 

樽井 勉君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございました。

すっかり忘れていました。    小林 正敏君 

スマイル累計額  ４９６，９８０円 

■ Ｉ G Ｍ 報 告                

＜１班＞  

 

 

発表者 

  中山 恵喜君 

 

 

 

【最初の３０分】 

・先付け小鉢のアンキモと白子から話が膨らみ 

プリン体と通風の話で盛り上がり 

【次の３０分】 

・松浦会員より古川会員へＩＧＭとは、と題して 

レクチャーがありました 

【８時からの３０分】 

・桑原幹事より新会員の対象者についてのお話が 

ありました 

【最後の３０分】 

・渡邊会員のショールームの若いスタッフの対応が 

素晴らしい、との話がある中 

 ほろ酔い加減の渡邊会員からは「まだまだ！！」

との高みを目指す発言で盛り上がり 

食品中のプリン体が分解された最終産物が尿酸に

なります。尿酸値が高い人はプリン体を多く含む

食品を控える必要があります。 

レバー・肝臓なども高いですが、酒の肴でのラン

キング 

⑤うに １３７．３ｍｇ ④カニミソ １５２．２ｍｇ 

③ボタンエビ １６２．５ｍｇ 

②白子 ３０５．ｍｇ ①あん肝 ３９９．２ｍｇ 

他高い食品には、豚レバー ２８４．８ｍｇ 

干し椎茸 ３７９．５ｍｇ 煮干 ７４６．１ｍｇ  

 

ロータリー用語便覧 

炉辺会合 Fireside meeting 

１９３５年に新入会員にロータリー情報を提供

するために始められた。その後、シカゴＲＣこれを

取り入れて、世界的に広まった、通称「炉辺会合」

と言われた集いは、名前に「座談会」「家庭集会」

Informal Meeting, Home Meeting 情報集会 

Informed Group Meetings,Information Meeting  

などの変遷があり、現行ではクラブによって様々な

名称で集会が行われている。 

 炉辺会合は新会員の同化、及び会員間の親睦・

情報交換そしてロータリーを推進する為に、会員の

その他に少人数が集まって和やかに自由討議する

非公式な会合である。 

 ロータリーのＩＧＭにふさわしい１班の会合が

開かれたことを、ご報告致します。 

 

新会員情報 

例会時でのご報告の通りとなります。会員増強・

維持委員長へ引き継いで参ります。 

 

 

渡邊 博文君 

お店のショールームにアロマの香りが出る装置を

導入しました。藤枝事務器の村松さんのご子息から

紹介されました。高級ホテルのロービーや高級車を

扱うディーラーなど多くの会社導入されている

ことをお聞きしました。お客様からも社員からも

特に女性から好評を得ています。癒しの空間の

演出に役立ってます。最近、HONDA のメーカー

からも同じものを導入するようにと案内があり

ました。藤枝事務器さんから良いものを紹介して

いただき感謝です。 
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＜２班＞ 

 

 

発表者 

  加藤 智之君 

 

 

 

開催日時：2018年 2月 16日（金） 18:00～ 

開催場所：藤枝市内 居酒屋さいぞう 

出席メンバー：池ヶ谷勇リーダー  

渡辺哲郎サブリーダー  

伊藤恒夫 若林秀典  

漆畑雄一郎 鈴木健夫  

加藤智之  以上7名（２班ALL） 

テーマ①：新会員増強の件 ⇒JC・YEG・商工会等の

各種団体よりピック

アップ 

              世襲（若手経営者）

のピックアップ 

親世代が有識者等 

テーマ②：北朝鮮問題 ⇒ほほえみ外交、迎撃

ミサイル、PAC３、の

有無や意義の論議 

テーマ③：日本の歴史 ⇒歴史って面白いよね 

(^_^) 

 

上記テーマをメインテーマに熱き論議をかわ

した 2時間でした。まずは、リーダーである池勇

先輩の先導で新会員増強の話題を短期集中で

すませました。その後は、週刊現代の愛読者である

伊藤恒先輩の司会で、北朝鮮問題について論議を

しました。ほほえみ外交からの、迎撃ミサイルや

PAC3なの武装問題を経由して自衛隊の合憲・違憲

の問題にまで触れました。そこでもリーダーシップ

を発揮したのは池勇先輩でして、ピストルや密輸

といったブラックトークも交えながら武勇伝の

話で盛り上がりました。IGM は、半ばを過ぎ、

中国問題から日本の歴史問題に変わり、若林さん

と健夫さんの日本史の熱い想いを聞かせて頂き

ました。世界史派の僕は、少しだけチンプンカン

プンだったので、周りに気を配りながら話を聞いて

いると、他卓や、カウンターの他のお客様の様子が

気になりウォッチングしていると、子連れやアン

バランスな家族構成等、どうもお忍びを思わせる

雰囲気があり歴史どころではなかったのを覚えて

います。 

このように、盛り上がった２班の IGM の様子

でしたが、先輩方々の昼の時間では見られない

一面を見させてもらい、改めて、藤枝の有識者で

ある事を感じた飲みニケーションでした。また、

内容も 2 班の IGM らしく、思いのままに議題が

あがり、思いのままにブラックトークをして、

各々が勝手に議論する会でしたが、結論は、こだ

わりは持っても執着は捨てろ！こだわりと執着は

違うぞ！って事だった様な気がします。 

最後には健康に気を使い駅まで歩いて早々に

帰路につきました。 

 

＜３班＞ 

 

 

発表者 

  藪﨑 茂君 

 

 

 

先般、実施いたしました IGM（インファームド

グループミーティング）3 班のご報告をさせて

いただきます。 

今回、伊藤リーダーからは、テーマはなしと

いうことでございました。 

但し、最後にクラブの新会員の推薦できる者を

各自、持ち寄るとのことということでした。 

IGM の場所は、玉木さんの経営される「おさかな

道場」で開催ということでご配慮いただき格安で、

ボリューム感ある内容でございました。ありがとう

ございます！ 

鈴木照竟会員は都合が合わず残念ながら欠席

でございましたが・・・。 

もうひとりの鈴木寿幸会員が時間になっても

現れず、そこで事件が起こりました。 

我が班のリーダー伊藤会員、自らがロータリー

手帳を見ながら携帯電話で、お電話されたところ、

なんと「おかけになった電話番号とは会話ができ

ません。」というメッセージが流れて来たのです。 

まさか！その場に居合わせた一同の脳裏に

浮かんだ四文字熟語「着信拒否」。 

何度も手帳に書かれた電話番号と自身の携帯の

履歴を確認している伊藤会員・・・。 

「本日のテーマは決まった！鈴木会員の伊藤

会員の電話番号を着信拒否している真相について」 

ことによっては、厳罰ものであります！危し！

鈴木会員！ 
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そんな中、平原会員が鈴木会員に電話をしたところ、

すぐに鈴木会員が出られたのです！ 

ますますさらに目の前にある沸騰する鍋の

ごとくヒートアップする伊藤会員！ 

幸い、その場にいた樽井会員もまだ日本酒に至

らず、ビールというスタート段階でしたので、

遅れてくる鈴木会員のフォローをされており

ました。 

「彼は誠実で、貴重面だからなにかの間違いに

違いない・・・」これは、あくまで推測ではあり

ますが、万が一この時に、樽井会員が、日本酒に

手を出していたならば、そんなやさしさなど見る

こともなく沸騰する目の前の鍋以上であったと

推測できます。 

かくして鈴木会員は、そんな状況とも知らず、

遅刻ではありますが、それ以上でもそれ以下でも

なくその非を詫びつつあらわれたのでござい

ます。 

残念ながら、非はそこにあらず！ 

必殺四文字熟語なのです。しかも伊藤会員個人

に対する「着信拒否」という疑いでございます。 

修羅場になりかねない状況の中、ところでその

かけた電話番号が、果たして正しいのかという

疑問がその場に居合わせた会員の脳裏に必然的に

浮かんできたのでございます。 

確認したところ 4桁目からは間違いがなく、要

は「０８０」なのか「０９０」なのかという点に

議論は集約され、実は、鈴木会員の電話番号は「０

８０」から始まるわけですが、伊藤会員は還暦も

過ぎ、お仕事からの疲れか、老眼の進みにより

ロータリー手帳に記された「０８０」と「０９０」

を見間違い、「０９０」にかけていたという単なる

ボンミスであったのです。 

無事に鈴木会員は無罪放免！疑いも晴れたわけ

です。 

さすが班のリーダーとして、今回のテーマは

なしと言いつつも、きちんとネタを持ち合わせて

いる点についてはさすがに会長経験者である

伊藤会員でございました。 

こうした事例をもとに、今後想定されるトラブル

回避をすべくロータリー手帳の名簿における

文字のフォントの拡大を個人的に提言させて

いただきたいと思います。 

その後、樽井会員もホッとされたのか日本酒を

堪能され、さまざまな現状のロータリークラブの

危機感、また、会員としての持つべき誇りについて、

お話されました。 

ぜひ一度、会員卓話にてご披露していただきたい

とおもいますが、その際に演台に、日本酒を用意

するか否かはプログラム委員長の裁量、あるいは

理事会の議案にするのかということは、私のような

若輩会員が申し上げられる立場ではございません。 

さて、本題となる具体的な IGMの報告でござい

ますが、特にテーマなく進めていた中、新入会員

候補について話題が移り、新入会員候補者を、

知恵を絞って何名かピックアップしたしました。 

 その際、さすが大先輩、伊藤さん、小池さん、

樽井さんの人脈と情報量は豊富！素晴らしい！！ 

また、現会員の職業分類を考えた場合例えば、

いわゆる“士族”の中では弁護士がいない、いない

業種の方に入会して頂きたい。 

もし、女性で素晴らしい人材がいた場合どう

するか？我がクラブは女性 NG ですので、例えば

藤枝クラブに、その女性を紹介して、バーターで、

有力男性候補者を紹介してもらう。等の提案が

出てまいりました。 

 

今回、我が班においては、あくまで、IGM での

集まりであり、単に呑みかわすために集まった

わけでもありませんので、終了後は、2 次会など

行わず、紳士的にノータリアン？ロリータアン？

ではなく、まぎれもなく、ロータリアンであり、

経営者であるという自覚を持ち、帰路につきまし

た。 

 尚、最初に伊藤会員らのエピソードについては、

名誉のために本報告において、多少脚色させて

いただいていることをお詫び申し上げて、報告を

終了させていただきます。 

 

■ 今週の一言          藪﨑 茂君 
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例会日 クラブ行事 摘要 

3/16(金) 

第 1265回 
IGM 報告  

3/23(金) 

第 1266 回 
会員卓話  

3/30(金) 

第 1267回 
早朝例会②  

4/6(金) 

第 1268回 
PETZ 報告 理事会 

 

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  初ＩＧＭ！ナイス報告！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命名！フレグランス渡邊（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (担当／杉浦君) 

 

 


