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■ 会 長 報 告           内山 淑夫君 

先週の 9日土曜日、

新しく出来ました

交流センタ－内の

子供広場に於いて、

私どもクラブの２

５周年記念事業の

一つである遊具の

贈呈式を執りおこなってまいりました。実行委員

長を始め多くの会員、市長・副市長様の列席のも

と和やかな雰囲気で行う事が出来ました。そのと

きの私のご挨拶を読み上げて本日の会長挨拶と

いたします。 

 

本日はこのような機会をいただいて感謝申し上

げます。 

藤枝南ロータリークラブの内山と申します。ロー

タリークラブと申しますと世界中で 120万人の会

員がおります。今最大の目標はポリオを撲滅しよ

うと言うことです。小児麻痺のことですね。私が

小さい頃クラスにも小児麻痺の子がおりました。

今は世界でパキスタンとアフガニスタンだけと

なりました。あと少しです。ところがこの地は紛

争国ですからお医者さんや看護師さんは軍隊に

見守られて各部族の子供たちにポリオワクチン

投与に赴くわけです。撃たれたり傷を負ったり死

んでしまったり、でも命をかけて投与に行きます。 

 

何故でしょうか。それは子供たちこそが未来への

希望であるからです。やがて宗教や政治を超えた

ことにムキになる人や団体もあることを知るこ

とになるでしょう。 

今回、私ども 25 周年を機会に藤枝こども広場に

ささやかですが寄贈させていただきましたこと

も、同じ意味合いとなります。子供たちにすくす 

くそだってほしいという願いからです。この場所

でたくさんの子供たちが楽しんでもらえたら幸

いです。 

本日は誠にありがとうございました。ご挨拶とさ

せていただきます。 

■ 出 席 報 告            平原 望君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／47 87.23％ 43／47 91.48％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君 ○多々良君 ○森竹君 ○渡辺哲君 

川口君 藪崎宰君 

(２)メークアップ者  

飯田 敏之君（静岡中央）  

渡邊 博文君（地区補助金・地区協） 

早川 清人君（藤枝・地区協） 富澤 静雄君（藤枝） 

杉浦 聡君（藤枝） 森竹 正晃君（藤枝） 

鈴木 寿幸君（地区協) 若林 秀典君（地区協） 

朝比奈 潔君（地区協） 山田 壽久君（地区協） 

中山 恵喜君（地区協） 桑原 茂君（地区協） 

梅島 純夫君（地区協） 望月 誠君（地区協）  

富澤 賢一君（地区協） 藪崎 宰一君（地区協）  

鈴木 照竟君（地区協） 藪﨑 茂君（地区協） 

杉山 茂範君（地区協） 

■ スマイル B O X          平原 望君 

・結婚記念日お祝いして頂きありがとうございま  

 す。3 姉妹の長女がまだ大学生。まだまだお金  

がかかります。夫婦でもう少し頑張ろうと思い 

ます。             桑原 茂君 

・先日は誕生日祝いを頂きありがとうございまし 

 た。              藪﨑 茂君 



1178‐2 

 

・誕生日プレゼントありがとうございます。52 才 

になりました。そんな月にゴルフコンペ優勝さ 

せて頂きました。今後ともよろしくお願いいた 

します。           渡邊 博文君 

・この場をお借りして大変恐縮ですが、この度 

妻が静岡市谷田（県立美術館のすぐ近く）にカ

フェを開店致しました。みなさま、静岡方面に

お越しの際には是非ともお立ち寄り頂き、静か

でゆったりとしたスペースで珈琲やお食事を

お楽しみ頂ければ嬉しいです。お席を確保致し

ますので、お越しいただく前に、お店か私の携

帯宛 お電話頂けると幸いです。 

【店舗概要】 

店 名：ＣＯＦＥＥ＆ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ〝Ｈ″ 

   （アッシュと読みます） 

住 所：静岡市駿河区谷田３２－５－２０１ 

電 話：０５４－２０７－８８０７ 

営 業：ＯＰＥＮ １１:００～１７:００ 

（１６:００ＬＯ） 

月曜日・火曜日 定休 

よろしくお願いいたします。   平原 望君  

スマイル累計額  ５９５，０００円 

■ 地 区 協 議 会 報 告                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度幹事 

渡邊 博文君 

 

4 月 10 日（日）静岡グランシップにて地区研修・

協議会に行ってまいりました 

来年度は当クラブから静岡第５分区から朝比奈 

潔ガバナー補佐を輩出し、静岡第５分区 IM 主催

と大変重責ある年度となります。山田壽久会長エ

レクト筆頭に委員長予定者など総勢 14 名で研修

して参りました。各々の委員長予定者には、来年

度の所信、事業計画作成には大いに参考になった

ようです。これからも、宜しくお願いいたします。

また、若林秀典クラブ研修リーダーには出席いた

だき感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

国際奉仕小委員長 

 梅島 純夫君 

 

 

 

・ 委員長 三島ＲＣ 山岡修二 

・ 数年前までは「世界社会奉仕小委員会（ＷＣ

Ｓ）」があったがなくなり、貧困緩和・教育支

援・保健衛生と水保全等を世界に目を向けた

奉仕活動を呼びかけている。 

・ 「ロータリー友情交換小委員会」があり、世

界のロータリアン同士の友情交換として現状

はアメリカのロサンゼルスのロータリークラ

ブと１週間程度、ロータリアンとその家族が

派遣され、親睦を深める活動を行っている。 

・ 旅費（交通費）は自腹で、他の滞在費等（先方

のロータリアン先に滞在）は先方のＲＣが負

担している。希望者があれば申し出て欲しい

とのこと。 

・ 今期は他のＲＣがどんな国際奉仕活動をして

いるのかの事例集を取りまとめ、アドバイス

ができる体制づくりを行っていく。 

＜活動事例＞ 

☆ せせらぎ三島ＲＣ（河口湖ＲＣとコラボ） 

  タイへの放置自転車贈呈事業  

2014 年度 7,000 台 

☆ 河口湖ＲＣ 

  ミャンマーへ小学校の校舎の寄贈 2015 年 

☆ 静岡南ＲＣ 

  スリランカのＲＣと連携し、６つの小学校へ 

  浄水器・トイレ（水洗）の設置事業 

  グローバル補助金を活用 
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青少年奉仕小委員長 

  望月 誠君 

 

 

 

次年度、青少年奉仕小委員長の望月誠です。皆さま

宜しくお願い致します。ロータリークラブの５大奉仕

は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、そ

して５番目が青少年奉仕であります。現在、ロータリ

ークラブではこの青少年奉仕が重視されており、世

界中のロータリークラブにおいて交換留学生の活動

が活発に行われております。各ロータリークラブが交

換留学生の受け入れにより、その国の言語の取得を

するとともに、日々の生活を通じて習慣、風俗、文化

を見聞きしながらがら国際理解を深めていきます。し

かし、留学中において不幸にもセクハラ、虐待、重大

な事故、疾病、災害などがおきた場合には RIへ７２

時間以内に速やかに報告をする義務があります。こ

れをゼロ容認方針といわれております。この報告の義

務を怠ると受け入れたクラブの存続が危うまれること

があるようです。交換留学生を受け入れることの慎重

さを感じました。  

 

 

 

 

 

 

米山委員長(代理) 

若林 秀典君 

 

 

 ロータリー米山記念奨学会とは 

日本のロータリアンが独自に創り育てた日本

独自の留学生対象の奨学事業団体 

日本独自の他地区合同活動として、在日外国人

留学生の支援を行う（日本人留学生の派遣はな

い）。毎年約７００人の留学生が採用され、日本の

ロータリアンとの交流によって、将来、日本と世

界とを結ぶ架け橋となる人材を育てる。留学生の

約８５％がアジア圏でそのうち中国人の占める

割合は約４０％。巣立った学生の総数は１万８０

００人超。 

 

 

米山寄付について 

普通寄付（半期に一度、各クラブで決まった一 

人分の金額を会員数分送金する寄付） 

平均は４，６７４円 これを年間６，０００円 

まで引き上げたい。 

特別寄付 任意でいただく寄付で、個人寄付・法

人寄付・クラブ寄付の３種類あります。 

平均は１１，７５２円でこれを１２，０００円  

まで引き上げたい。 

ちなみに藤枝南ロータリークラブは普通寄付２，

０００円。特別寄付１０，０００円 

米山記念館寄付５００円（すべて一人当たり）と

なっています。  

 

■ 今週の一言          杉浦 聡君 

『私の健康法』 

最近は健康によい適度な運動をあまりしていな

いのですが、糖尿病の家系でもあり、健康診断で

は糖尿病予備軍のような数値になっているので、

だまされたつもりで内山会長の推奨している炭

水化物ダイエットにチャレンジします！６月に

健康診断があるので、内山会長をほんの少しだけ

信じて（笑）６月にいい結果を出したいと思いま

す。 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

4/22(金) 

第 1179回 
健康セミナー②  

５/６(金) 

第 11８０回 
外部卓話  

５/13(金) 

第 11８1回 

青少年奉仕委員会 

担当 
 

５/20(金) 

第 11８2回 
創立記念例会  

  

 

 

 

 

 

 

(担当／渡邊芳君) 


