■ 会 長 報 告

山田 壽久君

皆さんこんにちは
26 日のインター
シティミーティング、
たいへんご苦労様
でした。佐野実行
委員長を中心に、南
ロータリークラブ
の若手のロータリアンの絶大なご協力をいただき、
大変盛況なインターシティミーティングになり
ました事、心より御礼申し上げます。また、ガバ
ナー補佐朝比奈様には、佐野実行委員長と会場や
お料理の細かい打合せをいただき、素晴らしい
お料理による地酒のパーティが出来ました事を、
御礼申し上げます。南ロータリークラブを含め、
第 5 分区 270 名を超える 9 クラブのロータリアンに、
ご参加いただき、本当に盛大で楽しいＩＭでした。
ほとんどのロータリアンの皆様は、最後までお付き
合いをいただき、本当にありがとうございました。
実行委員の皆様には、重ねて心より感謝申し上げ
ます。
大きな行事のＩＭが終わり、私の任期も残り
3 ヶ月となりました。振り返りましても、副会長・
幹事には大変なご協力をいただき、何とか 9 ヶ月を
過ごす事ができました。今後も南ロータリークラブ
の皆様の引き続きのご協力をお願い申し上げます。
明日から、新しい年度、平成 29 年度がスタート
いたします。スタートに際し、如何に人を動かすか
という意味の、田中角栄の言葉がありますので、
今日はそれを紹介させていただきます。政治と
仕事は似ていて、人を見出し、人を動かせる人間が、
優れたリーダーであります。そこでこんな言葉です。
「優れた指導者は人間を好き嫌いしない。能力を

見分けて、適材適所に配置する。肝心なのは、
大きなことを任せられる人間を見つける事だ。」
日本一のブレーンと人材に恵まれた角栄は、世の
中は最終的には、人間が動かしている。指導者には
いつも人事力と人材発掘力が求められると言って
います。
新年度に向けて、私も、もう一度企業内の人材に
ついて、考えてみたいと思います。
本日はありがとうございました。

■ 幹 事 報 告

渡邊 博文君

・第 2620 地区より
英字版Ｒｏｔａｒｉａｎが届いております。
2017 年 4 月のロータリーレートは、1 ドル＝
１ １ ６円を 本部 より連 絡が ありま した ので
お知らせいたします。
（参考）3 月ロータリー
レート：116 円
・第 2620 地区 静岡第 5 分区ガバナー事務局より
ガバナー補佐訪問のお知らせが届きました。
平成 29 年 4 月 7 日（金）期末挨拶
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま 204 が届きました。
・公益財団法人 米山梅吉記念館より
米山梅吉記念館報が届きました。
・株式会社 石垣印刷より
資本業務提携のお知らせが届きました。
・藤枝市国際友好協会事務局より
年会費のご案内が届きました。

■ 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

35／47 74.47％

44／47 93.62％
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(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○ 池ヶ谷君
○樽󠄀井君

○ 植田君

○富澤賢君

○ 川口君
○内藤君

○ 鈴木 照 君

○中村君

杉浦君 鈴木寿君 富澤静君 藪崎宰君
(２)メークアップ者
富澤
梅島
佐野
藪﨑
村松
伊藤
飯田
中山

静雄君（焼津南・藤枝）
純夫君（焼津南・藤枝）
芳正君（藤枝）杉浦 聡君（藤枝）
茂君（藤枝）渡邊 博文君（藤枝）
章隆君（藤枝）小林 正敏君（藤枝）
恒夫君（藤枝）早川 清人君（藤枝）
敏之君（藤枝）杉山 茂範君（藤枝）
恵喜君（藤枝）

■ スマイル B O X

藪﨑 茂君

・バースデープレゼントありがとうございます。
頂いたお花のように清く生きていこうと決め
ました。
内山 淑夫君
・去る 3 月 26 日のインターシティミーティング
ＩＭ実行委員会を中心に全会員の協力を得て
大成功で終える事ができました。改めて、御礼
申し上げます。他クラブの人達も大変喜んで
おりました。
朝比奈 潔君
・会員の皆様のチームワークと応援スタッフの
協力により、お客さんに喜んでいただいたＩＭ
でした。
佐野 芳正君
・先日、ＩＭでは夢音の出演の機会をいただき
ありがとうございました。いつも例会等々にて
機会をいただける事本当に感謝いたします。
また、本日は 2 月に開催しました知的障がい
サッカー大会の模様のチラシを配布させて頂き
ました。
来年2 月も開催することが決定しました。
また、宜しくお願い致します。
藪﨑 茂君
スマイル累計額

４３１，２００円

■ Ｐ Ｅ Ｔ Ｓ 報 告

次年度 会長
江﨑 直利君

３月１７日は夜懇親会で翌１８日共に高杉会員
増強委員長と私そして桑原次期幹事と出席しま

した。国際ロータリーのテーマはロータリー変化を
もたらすです。イアン HS ライズリー氏はロータ
リーとは会員制の団体、クラブを基盤とした団体で
奉仕を行う団体であるので、その団体として地域
社会と世界に変化を生み出したいとの事です。
さらに ロータリーを通じてそ れを実現でき る
ようになった人が集まった団体であるので、ロー
タリアンである私たちはより柔軟に例会、活動、
発展の方法を決定できもっと多様な会員を迎え
入れて地域社会の特色をクラブに映し出すことに
力を注ぐことが必要であると言ってます。
後松村次期ガバナーから重点目標の説明があり
ました。だいたい毎年目標は一緒ですが、今期
さらに追加されているのは、
「分区再編の準備」が
あります。再来年は藤枝ロータリーからガバナー
補佐を出すことになっていて、まだはっきりしない
状況での準備なのでその時期は大変です。この
変化について自分なりに解釈して次期の例会に
反映したいと思います。私のテーマは「なんだか
うれしい」です。
例会に出席し会員と会う、クラブからお祝いを
してもらう、例会からいろんな刺激を受けるそんな
「なんだかうれしい」をそれぞれが沢山見つけて、
自分が所属するクラブで変化をもたらす行動を
起こす事を意識すればいいのでは？と PETS では
感じながら参加させていただきました。

次年度 幹事
桑原 茂君

① 3/17（金）
（大懇親会） 18：00 開会
焼津グランドホテル 3F 大ホール『太陽』にて
79 クラブ×会長幹事 2 名＝158 名+30 名＝
約 200 名
焼津市出身シンガソングライター YOSU さんの
演奏
② 3/18（土）
（本会議） 9：30 点鐘
生子ガバナー挨拶： 2016-2017 年度が終盤と
いうことで気が楽そう
松村ガバナーエレクト挨拶：
・1/16～1/20 のサンディエゴの国際協議会で
2017-2018 年度の方針の話
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2017-2018 国際ロータリー会長のイアン・
ライズリー会長
今年のテーマ『変化をもたらす』
・会長所信に基づく 2017-2018 年度の 2620
地区の地区目標の発表
・重点事業に関する委員長からお知らせ
（公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 野木秀明様）
ロータリークラブセントラルの大いなる
活用
ロータリークラブセントラルにてロータ
リーの様々な活動を報告すること
ENDO POLIO への支援 世界ポリオ
デープロジェクトの実施（H29.9/1～10/23）
（財団委員会委員長 曽根真人様）
ロータリーカードの加入促進
（会員増強維持委員会 高杉光洋様）
RI 地区の為の増強ではなく自分たちの
為の増強でなければならない
各クラブ 1 名純増目標
今年度から職業分類に専業主婦が入った
岡本一八パストガバナーの挨拶の中で、
現在の第 4 次産業革命（蒸気、電気、
デジタル、AI）で 10 年後には今の職業
分類が半分になるのでないかと力説
（昼食）
（区別会議）第五分区 福島ガバナー補佐
・静岡、焼津、島田、藤枝、静岡西、焼津南、
榛南、静岡北、藤枝南の順番で自己紹介
を行う
・例会運営
・4/19 第 1 回 会長幹事会 宮美殿（島田）
・201-2018 IM 開催日 2018.2.18
会場 宮美殿（島田）

次年度
会員増強維持
地区委員長
髙杉 光洋君

PETS 報告
PETS のやり方は年度毎に違いがあります。
時のガバナーエレクトのお考えにて日程内容が
決められます。
例年ですと静岡市・浜松市・甲府 等の都市にて
行われております。

これは JR 等交通手段の良いところが参加しやすい
との考えからです。
私の時には午前１０時集合、午後３時には終了と
とてもスピィーディーでした。
次年度は焼津 RC からのガバナーですのでこれまで
の研修会は全て静岡市にて行いましたが、せっかく
焼津からのガバナー輩出ですので年に３回くらい
は焼津までお越しいただきたいとの思いから焼津
グランドホテルにて二日の日程にて行われました。
遠距離からの参加者は当日の９時集合はきつい
だろう との配慮から前日の懇 親会からのス ケ
ジュールとなります。
地区で はかなり気を使い懇親 会の料理は大 変
豪勢なものでした。
次年度の各種セレモニーの際のメンバー用名札
にはピンクの色が入っております。
これは桜の色では無く、次年度ガバナーが焼津 RC
との事でマグロの切り身のピンクを表している
との事です。
私は 2017～2018 年度、
国際ロータリー第 2620 地区、
会員増強・維持委員長を仰せ使っておりますので
各クラブに増強をお願いするのが役目となります。
例年ですと地区から各クラブに対して増強何名
お願いします、のやり方でしたが次年度は各クラブ
にて増強目標を決めて頂く予定です。これは増強は
何のためか？
それは各クラブ自身の為に必要だからです。活性化
無くしてクラブの存続は有りません。
当クラブも次年度、中村委員長を中心にぜひ
多くの会員増強を図りたく考えております。

■ 今週の一言

江﨑 直利君

完全の自己満足の世界ですが、おいしいものさがし
が好きです
出張で上京すると、帰りに一時間ぐらい日本橋
高島屋の地下にある全国の銘菓売り場からおい
しいものさがしをします
外国や 他県へ地方旅行すると 土産物売り場 は
行かず、地元資本のスーパーを探して地元メーカー
ならではの食材を探します
ひとり県民ショウのような感じです
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例会日

クラブ行事

摘要

4/7(金)
第 1223 回

地区協議会報告・
ガバナー補佐地
区協議会報告

4/14(金)
第 1224 回

会員卓話

4/21(金)
第 1225 回

会員卓話

藤枝 RC４５周年
創立記念日
４/２２（土）

5/12(金)
第 1226 回

青少年奉仕委員会
担当

理事会

理事会

(担当／小池君)
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