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■ 会 長 報 告           山田 壽久君 

こんにちは 

本日はガバナー補

佐の朝比奈様の公式

訪問の例会です。 

あらためて、私もガ

バナー補佐の役割

を調べてみました。

少なくとも四半期に一度は直接クラブを訪れ、会

員の声やクラブのニーズなどを聞き、情報やアド

バイス・参考資料を紹介して、クラブの活動を成

功へと導く事が第一の役割であり、また、クラブ

の現状をガバナーに報告したり、ガバナーが特に

目を向ける必要のあるクラブや問題があれば、ガ

バナーに報告することが主な役割であります。 

あらためて、ガバナー補佐のご苦労を実感いたし

ました。今日も貴重なご指導をお願いいたします。 

 また、本日は、来年の３月２６日に行われます

インターシティミーティングの実行委員長で

あります佐野様より、当日の細かい行事内容の

ご説明があります。「わが地域の和食文化」をテーマ

に、「地酒の志太の蔵巡り」と題して講演会が開催

されます。ぜひともＩＭが成功しますよう、皆様

方のご協力をお願い申し上げます。 

 さて、今週も「田中角栄の１００の言葉」の中

から、言葉を紹介したいと思います。 

 田中角栄が官僚との接し方について心掛けて

いた事とは、官僚組織をうまく使いこなすには、

「公平」「指針」「信賞必罰」「配慮」が重要と考え

ていたようです。角栄は官僚の名前とプロフィール

を頭に叩き込み、誰にでも胸襟を開いて、偉ぶる

ことなく、時には若手官僚にも教えを乞うたよう

です。それを自然体で実行できたところに、角栄

のすごさがあります。 

「手柄は全て連中に与えてやればいい。ドロは

当方がかぶる。名指しで批判はするな。叱るときは

サシの時にしろ。ほめるときは大勢の前でほめて

やれ。」 

すごい人物でありました。 

 

■ 幹 事 報 告          渡邊 博文君 

・焼津ロータリークラブ事務所より 

メールアドレスの変更のお知らせが届きました。 

新アドレス  y-south-rotary@ca.thn.ne.jp 

・藤枝市国際友好協会事務局より、ＦＩＦＳ 

 ＮＥＷＳが届きました。 

・藤枝市民ゴルフ大会実行委員会より、ご協賛の 

御礼が届きました。 

■ 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 

36／46 78.26％ 36／46 78.26％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○内山君 ○梅島君 ○川口君 ○小山君 

○鈴木寿君 ○多々良君 ○樽󠄀井君 ○内藤君  

○村松君 佐野裕君 

(２)メークアップ者  

梅島 純夫君（静岡） 平原 望君（焼津） 

朝比奈 潔君（静岡･焼津･焼津南） 

■ ビ ジ タ ー                      

朝比奈 潔ガバナー補佐（藤枝南） 

佐野 芳正ＩＭ実行委員長（藤枝南） 

mailto:y-south-rotary@ca.thn.ne.jp
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■ スマイル B O X          藪﨑 茂君 

・我社、山田組が創立 100 年を迎えました。色々

な皆様のご指導ご協力によりまして、この日を

迎える事が出来ました。次の100年に向かって、

これからも社員一同、力を合わせていきますので

変わらぬお付き合いをお願いします。 

山田 壽久君 

・べト君の情報です。来週の 24・25 日と開店する 

ノジマ藤枝店に助っ人で来るようです。お時間 

ありましたら寄ってみて下さい。 

稲葉 俊英君 

・ＩＭへのご協力よろしくお願いします。 

佐野 芳正君 

・妻の誕生日プレゼント誠にありがとうございま 

 した。大変遅くなりまして誠に申しわけありま 

 せん。            植田 裕明君 

・結婚記念の品ありがとうございます。 

伊藤 彰彦君 

スマイル累計額  １７２，０００円 

★ガバナー補佐クラブ訪問             

 

 

朝比奈 潔 

               ガバナー補佐 

 

 

 

 

■ ＩＭ実行委員会報告               

 

 

 ＩＭ実行委員長  

佐野 芳正君 

 

 

 

－ＩＭ実行委員会経過報告－ 

 

静岡第 5分区 インターシティミーティング

の経過を報告します。 

今年 7 月より、朝比奈ＩＭリ－ダ－のもと

実行委員会を立ち上げました。 

 

私からは、全体の企画について、杉浦部会長 

にはセレモニーと学習フォ－ラムについて、

平原部会長には交流会について説明をさせて

いただきます。 

学習フォ－ラムのテーマは、大きく分類する

と 3つあります。 

1. ロ－タリ－を知ること 

2. 時事の話題に関すること 

3. 地域を知ることです。 

実行委員会では、皆さんから自由に意見を

出していただき、約 50項目の案がでました。 

そこで、一つに絞り込む基準にしたのが、

前年度の静岡西ロータリークラブのＩＭです。 

1. 身近な地域の事を知る。 

2. 各クラブの会員の発表の場を設ける  

の 2点です。 

 

チラシをご覧ください。 

〈テーマ〉は我が地域の和食文化 －地酒－ 

としました。 

地域の食文化を学び、味わう機会としたいと思

います。 

日本酒は、日本人が縄文時代から育て上げてきた

一大芸術的創作です。 

笑って、泣いて、人々が集い和む処には日本酒

があります。 

たいへん身近な地酒ですが、調べていくと奥深い

日本の食文化があります。 

日本酒は、その温度によってさまざまな呼び方

があります。 

5℃のキンキンの雪冷えから、35℃の人肌燗、

55℃のカンカンの飛び切り燗まで 10 種類あり

ます。 

季節や料理、好みに合わせて温度を変えていた

だく酒は他の国にはありません。 

 

学習フォ－ラムでは、フリーアナウンサーの

神田えり子さんにお話しをしていただきます。

日本酒を楽しむ会「駿河地酒や」を主宰してい

ます。 

神田さんからは、杜氏の酒づくりから、お酒と

よく合う料理、利き酒の方法、お酒のイベント

情報なども紹介していただきます。 

当日は、和服での登場です。 

10 月 23 日 15：55 から 30 分間あさひテレビ

「静岡のチカラ」で地酒をテーマに出演します。

是非、ご覧ください。 
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懇親会も同じテーマで進めていきます。 

各クラブから代表お一人を選出していただき、

利き酒をしていただきます。 

みごとに当てた方には、神田さんから「地酒

ソムリエ」の称号を授けます。 

志太には6つの蔵元 志太泉 青島 杉錦 初亀 

磯自慢 大村酒造です。 

会場ではこの蔵元めぐりができるように設営

します。 

お料理についても、朝比奈さんにお願いをして、

この地域に伝わる酒の肴を用意していただく

予定です。 

司会のアシスタントは、平原さんが推薦した、

フリ－アナウンサ－の鬼頭里枝さんにお願い

しました。 

神田さん、鬼頭さんのプロフィールについては、

別紙を参照してください。 

プログラムについては、資料をご覧ください。 

また、各担当についても資料をご覧ください。 

これを基に詳細な計画を立てて、3 月の例会で

説明をさせていただきます。 

 

現在、朝比奈ガバナー補佐と各クラブにＩＭの

お願いに廻っています。 

・佐野さんは日本酒が好きだから、いいテ－マ 

にしたな。 

・お酒を頂くのを楽しみにしているよ、と声 

を掛けていただきました。 

幹事から、第 2620 地区静岡第 5 分区ＩＭ実行

委員長と紹介をしていただきました。 

私は、藤枝南での実行委員長と思っていました。 

実行委員の皆様は、第 5分区のＩＭ役員である

ということです。 

第 5 分区の会員 433 名の期待に応えることが

できる企画としたいと改めて感じました。 

 

3月 26日、春の花で「里山の春」が訪れたように

会場を飾り、皆様を丁寧にお迎えしたいと思い

ます。 

是非、皆様のご協力をいただくようお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親部会 

  平原 望君 

 

 

 

懇親会【我が地域の和食文化―地酒】味わう 

 

学習フォーラムに引き続き、神田えり子さんに

コーディネートいただく。 

〔理  念〕：誰かが守らないと無くなってしまう

大切なものをクローズアップする。 

「そういうことだったのか！」「初めて知った！」

という新たな発見ではなく、「やはり好きな地酒は

これですね！私も大好きです！！」「お酒に会う

ツマミはこれしかないでしょ！殆ど毎日食べて

ます！！」といった“これぞ地元”“THE 地元”

“地元の日常”を紹介する。 

 

〔会場設営〕 

志太泉・初亀・青島・杉錦・磯自慢・大村６蔵元

がそれぞれ屋台・ブースを設営し、お酒を振る

舞う。各 蔵元さんに来ていただく。 

同時に、各ブースに地元ならではのつまみコーナー

も設置し、製作者にアピールしてもらいながら

振る舞う。 

特別に、神田えり子さんブースである“燗酒ブース”

を設置する案もあり。 

 

〔懇親会のプログラム〕 

Ⅰ 鏡開き 

  ガバナー、パストガバナー３名、ガバナー

エレクト、朝比奈ガバナー補佐の６名の方にて。  

Ⅱ 利き酒コンテスト 

各クラブ代表９名の方により実施。代表者は、

佐野実行委員長による各クラブへの事前

挨拶の際に依頼・人選いただく。 

さらに、各クラブ代表者が贔屓の蔵元と銘柄

を事前ヒアリングしておきます。 

当日、そのお酒を含めた数種類を飲み比べて

その銘柄を当てていただきます。 

Ⅲ スピーチ：私の好きな地酒、ツマミ 

利き酒コンテストに参加された各クラブ代表

の方による。 
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Ⅳ 地酒ソムリエ表彰（ｺﾝﾃｽﾄ優勝者・準優勝者） 

 プレゼンテーター：神田えり子さん 

優勝者には、６蔵のお酒セットを贈呈。準優

勝者には、おススメの今時のお酒を贈呈（志

太泉、カシス酒、シダシードル etc）。 

 

〔お料理〕 

地元、地域ならではの料理・ツマミ。 

王道の桜えび、シラス、静岡おでん、黒はんぺん、

酒饅頭等に加え 

神田えり子さん案 

◎志太糯…飛鳥山みりん（杉錦酒造） 

◎バニラアイス+飛鳥山みりん 

◎焼津小浜地区の丸瓜ほととぎす漬 

◎海ぶどう 

◎玉取杉山農園椎茸       等               

 

〔音  楽〕 

酒をテーマにした２曲ほど・・・夢音 

 

 

 

 

 

式典担当 

杉浦 聡君 

 

 

『ＩＭ式典概要』  

 

こんにちは、式典を担当します杉浦です。式典の

部は大きく３つのカテゴリーがあります。前段は

今年度のガバナー、ガバナー補佐の方のご挨拶、

中盤は学びの場、学習フォーラムの開催、終盤は

次期ガバナー補佐の紹介と次期ホストクラブの

紹介という引き継ぎのセレモニーになります。 

 

プログラムですが、式典前段の部分でご挨拶の前に

まず歓迎アトラクションを予定しております。

ミルローズさんによる即興フラワーアレンジ

メントを披露して頂き、「里山の春」と題したご当地 

藤枝の特徴である豊かな花や緑で春らしい季節感

を演出して頂きます。 

 

メインの学習フォーラムですが、「地域のことを

知る」を大きな目的として講師の方にご講演して

頂く形としました。テーマは「花は桜 そして、 

日本の和食文化は日本酒 我が地域の和食文化 

地酒」と題して、ご当地、志太の蔵元を紹介しつつ

日本酒の新たな魅力に迫る内容です。講師はこちら

もフリーアナウンサーで自称「地酒チアニスタ」

の神田えり子さんにお願いしてあります。 

 

フォーラムの詳しい内容ですが、現時点では、

杜氏（志太杜氏）、酒米（復刻米のおまち）、酵母

（静岡酵母 HD1）、仕込み水など、専門的な話しを

写真や映像を駆使して紹介します。全体の結びと

しましては「誰かが守らなければ無くなってしまう

大切なもの」という地域の宝物を大切に思う気持ち

（郷土愛）に繋げてご講演頂く予定です。今後

改めて作り込みの作業をしていきますので、ご協力

をお願い致します。 

 

■ 今週の一言          杉浦 聡君 

最近『青汁』を飲んでいます。「何となく体調が

いい…」「何か胃もたれが少なくなった…」気のせい

かもしれませんが（笑）、割とおいしく感じている

ので、しばらく飲み続けます。マイブームって

ほどの話しではありませんが（笑） 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/28(金) 

第 1202 回 
早朝例会  

11/4（金） 

第 1203回 

財団・米山委員会 

担当 
理事会 

11/11(金) 

第 1204 回 
会員卓話  

11/18(金) 

第 1205 回 
会員卓話  

  

 

 

 

 

 

 

 

 (担当／富澤賢君) 


