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■ 副 会 長 報 告        江﨑 直利君 

父との４５周年の

時の話をしました。

藤枝ロータリー一

周年の時先日亡く

なったペギー葉山

が来た事は聞いて

いましたが、当時分

区は静岡、山梨、神奈川の一部が一緒だったようで

その連中も来たそうです。ペギー葉山が来て接待

したのは家の母と中外製薬の工場長の奥様だった

事、その工場長の名は小林旭だった事、その名前

から話は小林旭を東京から一緒に藤枝へ連れて

きた話となりました。車中、座席の前に女優が

座っているのに足を座席に上げたがその時足が

長いがこいつチンピラみたいだと思ったそうです。

駅から車で劇場へ行くとき運転させろといい

スピードを出したそうです。田毎で食事したら

扇風機に手をつっこんで回転を止めたそうです。

石原裕次郎が来た時は突如調達した楽団だった

ので、ゲーマイナーで頼むとミュージシャン用語を

使った事、まだデビューまじかで錆びたナイフなど

発売前で歌えず、シャンソンの枯葉を歌ったそう

です。美空ひばりが来た時はまだ子どもだと思って

わざわざ会わなかったそうで、残念だったと言って

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 幹 事 報 告           渡邊 博文君 

・ロータリー日本事務局より 
 英字版Ｒｏｔａｒｉａｎが届いております。 
・第 2620 地区 ガバナー事務所より 
地区大会のＤＶＤが事務局に届いております。 

・ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム実行 
委員会より 

 ロータリー財団 100 周年記念シンポジウムビデオ 
収録ＤＶＤが事務局に届いております。 

■ 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 

40／48 83.33％ 44／48 91.66％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君 ○伊藤恒君 ○漆畑君 ○川口君 

○玉木君 ○富澤静君 ○松浦君 ○森竹君 

○山田君 

■ スマイル B O X         渡邊 博文君 

・母の葬儀などには藤枝南ロータリークラブ皆様 
には大変お世話になり心より感謝と御礼を 
申しあげます。今後とも従前と変わらぬご厚情 
賜りますようお願い申し上げます。富澤 賢一君 

・先日は誕生日プレゼントありがとうございました。 
今日はこれから会社の健康診断があります。 
体を大切にこれからも精進していきます。 

古川 賢吾君 
・結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

小山 明良君 

スマイル累計額  ５２３，２００円 
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■ 会 員 卓 話                   

 

 

 

若林 英典君 

 

 

 

《ロータリー(1905 年 2 月 23 日創立)の豆知識》 

 

ロータリーの名前 

 当時、各メンバーの職場をミーティングの場所

（持ち回り）として使っていたこに由来 

 

ロータリーの 初のメンバー4 人 

 ポール・ハリス(弁護士)、シルベスター・シール

（石炭商）、ハイラム・ショーレ（仕立て業）、

ガスターバス・ローア(鉱山技師)、初代会長は

シルベスター・シール 

 

ロータリーソング 

 5 人目の会員となったラリー・ルグルスは歌う

のが大好きで例会で歌うのを呼びかけ、それが

習慣となったが、アメリカ、日本、ナイジェリア、

オーストラリア、ニュージーランド、カナダぐらい

でヨーロッパ、南米、アジアなどでは歌わない。 

 

ロータリーの女性会員 

 1989 年までは国際ロータリーの定款と細則は

会員は男性に限るとしていましたが、女性の会員に

なれないのは公衆型ではないという裁判の判決

により、1989年の規定審議会で｢男性に限る｣条項を

削除した。 

 

出席・欠席に対する規定 

 ロータリーの細則では、会員がすべての例会を

合わせて６０％出席すればよいという条件に

なっている。前半、後半の 6 ヶ月間に、自己の

所属クラブでは３０％以上出席し、かつ、年間通産

出席率は補填を含めて 50％以上であることが必要。

このことが未達成や正当な理由なく、連続して4回、

クラブ例会に欠席し、メークアップをしないなど

と合わせて会員資格を失うことになる。 

 

 

 

出席免除 

 一つ、またはいくつかのロータリー暦と会員の

年齢の合計が 85 年以上の場合に、出席規定の

免除を受けたい旨を幹事に通告し、理事会が承認

した場合、出席が免除される。 

 

シニア・アクティブ会員 

 10 年以上の奉仕をしたロータリアンで年齢が

60 歳に達した人、または 5 年以上の奉仕をした

ロータリアンで 65 歳に達した人。職業分類は開放

されて別の人が充填されることになった。しかし、

今では1業種5人まで認められるようになったので

なくなってしまった。 

 

職業分類 

 藤枝南ＲＣにも、過去にあった委員会のひとつで、

ロータリーは一業種一人であるということで似た

ような業種、同業種は細分化、分類して未業種と

して充填していった。しかし、現在は5人(2001 年

に決定。50 人以下は 5名。それ以上は 10％以内)

まで認められるようになったのでこの委員会は

廃止された。 

 

ライラ（ＲＹＬＡ Ｒｏｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ 

Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ Ａｗａｒｄｓ ） 

 ロータリー青少年指導者養成プログラムと言い、

何千人の若者が多くの国々で開かれるロータリー

主催の青少年指導者養成キャンプやセミナーに

参加すること。 

 

ポール・ハリス・フェロー 

 ロータリー財団（ロータリー基金から、発展。

健康状態を改善し、教育の支援を高め、貧困を

救済することを目的とした資金。年次基金、ポリオ

プラス、あるいは財団が承認した補助金）に 1,000

ドルを寄付すること。1,000 ドル毎にマルチプル・

ポール・ハリス・フェローが授与。 

 

ベネファクター 

 金額を問わず、ロータリー財団恒久基金へ寄付

する旨を遺書または資産計画書に書きしるした

ことを財団に通知した人。または米貨 1,000 ドル

以上を恒久基金に無条件寄付した人。 
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米山記念奨学会 

 日本独自の奨学金制度(１９５２年東京ＲＣが

立案し、54年に第1号のタイ人の奨学生が来日)で、

将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際

社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる

人材を育成すること(現在まで18,000人以上で約

9割がアジア人)。日本人は対象にならない。 

 

インターアクト・クラブ 

 インターアクトはロータリーの青少年活動

プログラムで高等学校の年齢の少年少女たちが

奉仕と国際理解と国際親交で協力する機会を提供

するクラブ。藤枝ＲＣは順心高校に設立している。 

 

ローターアクト・クラブ 

 18 歳から 30歳までの青年男女のクラブに於いて

責任能力を持つ市民の資質と指導者としての

能力を助長しようという意図でつくられた。 

  

 

東京ＲＣから、藤枝南ＲＣへの系譜 

 東京ＲＣは日本初のロータリークラブで 1921 年

(大正 10年)4月 1日 855番目に認証を受けて創立。

スポンサークラブはアメリカダラスＲＣと言われ

ているが国際ロータリーの直轄クラブでスポン

サークラブはない。1924年には名古屋ＲＣ，192７年

には横浜ＲＣのスポンサークラブになり、静岡ＲＣ

（1935年 日本で20番目、世界では3,867番目。

スポンサークラブは横浜ＲＣ。1940 年解散）の

再建時（1950 年）のスポンサークラブとなる。

その静岡ＲＣがスポンサークラブとなり、1960 年

焼津ＲＣが設立され、焼津ＲＣがスポンサーに

なって、藤枝ＲＣが197２年に創立。そして、1991年

に藤枝ＲＣがスポンサーとなって藤枝南ＲＣが

発足。東京ＲＣからすると玄孫になる。 

 

ロータリークラブとライオンズクラブの違い 

 両者の違いは、実務面では殆ど相違はなく、

あえて言えば、ＲＣは 1905 年アメリカのシカゴで

ポール・ハリスによって設立された職業倫理の

高揚を学び、一人ひとりの職業を通じて社会に

如何に奉仕するかと言う職業奉仕を重点に、

Ｉ Ｓｅｒｖｅ（私は奉仕する）を理念とした団体。

これに対して、ＬＣは 1917 年アメリカのダラスで

元ＲＣ会員だったメルビン・ジョーンズの提唱に

より、誕生。社会奉仕を重点に、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ

（我々は奉仕する）を理念とした団体。 

■ 今週の一言         渕脇 一啓君 

 私の家の玄関を

入ると、左の下駄箱

の上に私の水槽が

あり、右の下駄箱の

上に息子の水槽が

あります。私の水槽

は 45 センチで、大

和メダカを飼っています。家に帰って、一人メダカ

に話しかけていると家族から気味悪がられますが、

メダカは黙って話を聴いてくれます。大和沼エビも

飼っていますが、メダカの食べ残しを食べてくれる

お掃除屋さんとしてなくてはならない存在です。

ろ過装置の水音も一種の癒しとなり、かなりリーズ

ナブルな趣味と言えます。一方、息子の水槽は 60
センチと大きく、一定の水温に保たれ、古代魚を

飼っています。ある日、宅配便でメダカが 200 匹

届きました。メダカに宗旨替えするのかなと思って

いたら、何と古代魚の餌だというのです。私の

メダカも餌にされるのではないかと気が気では

ない今日この頃です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／鈴木寿君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

5/26(金) 

第 1228 回

創立記念日例会 

会員卓話 

1991 年 
5 月 28 日

創立記念日  

6/3(土) 

第 1229 回

6/3（土）・4(日) 

会員旅行 
 

6/9(金) 

第 1230 回

次年度会長・幹事

方針説明 
理事会 

6/16(金) 

第 1231 回

次年度委員長 

方針説明 
 


