■ 会 長 報 告

山田 壽久君

皆さんこんにちは
今日の会長報告
が、通常の例会での
最後の報告となり
ます。
昨年の 7 月 1 日
が金曜日でありま
して、初めて開会の
点鐘と会長報告をさせていただきました。大変緊
張していて鐘をしっかりとたたく事が出来な
くて、二度点鐘したことを思い出します。２０１
６～１７年の理事の皆さんには、大変お世話に
なりました。この年になってからの会長は、や
はり大変でした。しかし会員の皆さんのお支え
により、何とか任期を全うすることが出来そうで
す。先日の新入会員への初代富澤会長のレクチ
ャーを伺っていて、ロータリークラブの精神も
時代時代に少しずつ変化をしていることを、つ
くづく実感いたしました。でも、富澤初代会長
が最後に言われた、
「ロータリアンとしてのプラ
イドを持て。そして、ロータリーを楽しもう。エ
ンジョイロータリーである。」の言葉が大変印
象に残っています。思い返せば、私も最初の挨拶
で、本年度もエンジョイロータリーで一年間を
活動していきたいと申し上げたことを思い出し
ます。本年は様々な行事がございましたが、やは
り南ロータリークラブがホストでのインターシ
ティミーティングの成功が、特に心に残って
おります。朝比奈ガバナー補佐はじめ佐野実
行委員長を中心としたメンバーの皆さんには、本
当にお世話になりました。そして、つい先日の会
員旅行では、平原親睦委員長を中心に、楽しい企
画を計画していただき、一泊二日で、有意義な

親睦旅行になりました。来週は最終夜間例会
となります。次年度の江﨑会長にエールを送る
会となります。
どうぞ２０１６～１７の有終の美が飾れますよ
う、たくさんの会員の皆様のご出席をお願い
申し上げます。
今週の田中角栄の言葉を紹介したいと思いま
す。現在、国会では、様々な人物に対する議論が
行われておりますが、田中角栄は国会運営をス
ムーズに展開するために、政敵を完全につぶ
しにかかることを本能的に警戒して、それを
やらなかった政治家であります。白黒をつけ
ることは、時に心地よいものですが、それによ
り、政治の幅が狭くなり、損をすることになりま
す。角栄は、相手を生かすことが自分を生かす
ことだと、いつも肝に銘じていたそうです。角栄
の言葉「相手が立てなくなるまでやっつければ、
敵方の遺恨は去らない。徹底的に論破してしま
っては、相手が救われない。土俵際には追い詰
めるが、土俵の外に押し出す必要はない。」ま
さに角栄の政治信条であったと思います。全て
の政治家が、日本国家のために同じ方向を見
つめて頂きたいと感じています。
以上で、本日の会長報告とさせていただきま
す。ありがとうございました。

■ 副 幹 事 報 告

桑原 茂君

・第 2620 地区より
英字版Ｒｏｔａｒｉａｎが届きました。
・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 207 が届きました。
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■ 出 席 報 告

鈴木 照竟君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

37／48

43／48

77.08％

89.58％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○ 植田君

○ 梅島君

○早川君

○藪﨑茂君

小池君

佐野裕 君

○ 漆畑君

○ 樽󠄀井君

○渡邊博君

川口君

森竹君

■ スマイル B O X

藪﨑 茂君

・本日、欠席してご迷惑おかけします。本年度、
最後のニコニコとテーブルポストです。よろし
くお願い致します。
渡邊 博文君
・夫人誕生日・結婚記念日プレゼントありがとう
ございます。結婚 20 年になりました。先日腰
を悪くして、１週間ほど、靴下をはかせてもら
う生活をおくりました。
「愛情」から「介護」
に変わってきている今日この頃です。感謝に気
持ちを大切に、これからも頑張ります。
杉浦 聡君
スマイル累計額

５７８，２００円

■ 次年度会長幹事方針説明

次年度会長
江﨑 直利君
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次年度幹事
桑原 茂君

幹事としての決意表明
入会してちょうど１０年になります。
今までは、時の会長幹事や先輩たちが用意して
くれたお膳立てに乗っかってきただけのロータ
リー活動でした・・・言い換えれば、ロータリアン
としては何もしてこなかった１０年でした・・・
今回、江﨑会長から幹事という大役をいただき、
光栄と思うとともに非常に責任を感じております
が、この機会に、今まで１０年大変お世話になった
南クラブへ、南クラブのメンバーの皆様に少しでも
ご恩返しができればと思ってます。
そしてロータリーたるもの何ぞやと・・・ロータ
リーをしっかりと学び、すこしでもロータリアンに
近づけたらいいなと思います。
精一杯務めてまいりますのでどうか宜しくお願い
致します。
（藤枝南ロータリークラブの３つの自慢）
その１. ５分区の中で一番エンジョイロータリー
している（親睦旅行の毎年の開催、夜間例会に婦人
同伴、偉大なる大きい大先輩たちの層、その大先輩
たちの背中を見てきた先輩たちの層、大先輩、
先輩たちにあこがれる中間層、そして、次世代を
しっかりと築いていってくれるだろう若い層・・・
そのバランスの上にしっかりと成っているクラブ・・）
その２. ５分区の中で一番年会費が安い
その３. ロータリーの根幹でもある財団、米山
奨学金に対してしっかりと寄付を続けている
この３項目こそが、我がクラブの自慢だと思います。
江﨑年度に江﨑会長から幹事という大役をいた
だきました。
非常に光栄と感じるとともに非常に責任を感じ
ます。
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特に、昨今の経費の上昇や毎年増えていく地区への
負担金等々により、我がクラブの自慢の一つでも
あります安い年会費を値上げしなければならない
可能性が出てきました・・・そして、もう一つの
自慢でもある財団、米山への寄付の見直ししなけ
ればならない可能性も出てきました・・・
でもそれは、我々南クラブの 3 つの自慢の中の
２つを無くすことになります。
そこで、江﨑年度は活動費（つまり予算）を一年間、
節約、倹約に取り組んでいこうと考えております。
３本の柱を立てそれを実行していこうと思います。
①
夜間例会参加の奥様から３，０００円を
いただく
②
委員会費を通年の３，０００円から
２，０００円に減額させていただく
③
ＩＧＭ補助金３，０００円を廃止させて
いただく
今までは、飲み食いの費用も年会費から補助して
いた形になっていましたが、これからはできるだけ
自身の飲み食いは自己負担でお願いしたい。まずは
そこから少しずつ今までの当たり前を当たり前
ではないに変えていきたいです。
ただ３本の柱をこれから１年２年５年１０年と
続けていくかどうかは決めておりません。
今年のこの取り組みを実践して検証して、また、
飯田年度にバトンを渡したいと考えております。
まずは実行してみて、改善点があればまたみんなで
良い方向に改善していく・・考えていく・・そんな
一年であればいいかなと思います。
本日、まだみなさんのお手元には手帳もクラブ
計画書もご用意できておりませんが、他にたとえば
予算書の中の科目に地区会合費という欄があり
ます。その中の地区大会の負担金（個人登録料）は
今現在、予算書の中では４８名×＠１０，０００円
＝４８０，０００円で見ていますが、そこを全員
参加ではなく希望者のみの参加にしていく・・・
そして、あわよくば、参加者の個人負担にする・・・
それでもいいと思います・・今後、江﨑年度が
スタートしていった中で、理事会で色々な意見を
伺い精査し、最終的にみんなでどうするかを決めて
いけばいいのかなと思います。

そしてもう一つ、移動例会の開催・・・今年は
江﨑会長の一番の思いが詰め込まれている『お花畑
事業』を一人でも多くのメンバーに参加してもらい
たいという思いで小杉苑様から少し飛び出しての
移動例会を３回用意させてもらいました・・・
既設のお花、菜の花、ひまわり、コスモス・・・
その中で、まだ小さな子供たちの笑顔を是非一人
でも多くのメンバーに見てもらいたいです・・・
お孫さんを誘って是非参加してください・・・

地区大会への全員参加か否か、移動例会の是非・・・
そういったことをこれからみんなで意見交換して
検証していけばいいのではないかと思います。
今後ロータリーにおいて、南クラブにおいて、
いきなり激しい大波に襲われたら、それに対応して
いくエネルギーは莫大なものになります。
でも、今後考えられる大きな変化の波に少しずつ
でも我 々南クラブがその姿を 変化させてお く
ことで大きな激しい波に一気に飲み込まれるよう
なことはないと思います。
江﨑年度は、今後２年後、３年後、５年後、１０年
後の藤枝南ロータリークラブをみんなで考える
為の一年でありたいと考え、実行していきます・・・
もちろん、江﨑年度の理事役員様のお力添えを
いただき、メンバー全員のご理解をいただき、
立派なクラブ運営をしていく所存であります。
最後になりますが、私自身は、江﨑年度の幹事
として、時の会長、江﨑直利会長を一番に思い、
絶対に男にすること・・・
江﨑会長の一番の縁の下の力持ちになりたいです・・・
そして、また南クラブメンバー全員の皆様がエン
ジョイ ロータリーできるよう にいつも明る く
楽しく努めてまいりたいと思っております
どうか皆様宜しくお願い致します。
以上、幹事の所信表明及びご挨拶とさせていただき
ます。
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■ 今週の一言

池ヶ谷 勇君

年をとると昔の事ばかりが良くなってくると聞
いてバカにしていましたが、今自分が６０代も半
分過ぎてようやく聞いていた境地に到達したよ
うです。
昨年末何の前触れもなく急にジープに乗りたく
なり、四国高松まで行き購入し一泊しながら乗っ
て帰りました。今思うとジープは 30 代前半に所
有し子供達とよく遊んだ車でした。
5 月 20 日
21 日とロータリーの仲間とツーリングに行き、帰
ってから急にモーガンに乗りたくなり、憧れてや
っと手に入れたはずのアストンを何の感情も無
くモーガンに乗り換えてしまいました。今思うと
モーガンも 30 代後半に所有しよく遊んだ車でし
た。これって若返りたい潜在意識の表れかな?

例会日

クラブ行事

6/23(金)
第 1232 回

最終夜間例会

7/7(金)
第 1233 回

会長・幹事・
委員長挨拶

7/14(金)
第 1234 回

ガバナー補佐
訪問

7/21(金)
第 1235 回

委員長挨拶

摘要

理事会

(担当／鈴木照君)
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