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■ 会 長 報 告            村松 章隆君
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FUJIEDA  SOUTH  ROTARY  CLUB

●ソング  四つのテスト
　　　　 あの素晴らしい愛をもう一度

●ソングリーダー

藤枝南ロータリークラブ会報藤枝南ロータリークラブ会報

【｛２０１２-２０１３年度ＲＩテーマ】 中山 恵喜君

 
 皆さんこんにち

は！ 前回の例会

を会長・幹事が欠席

をいたしまして、ご

迷惑をおかけしま

して、誠に申し訳あ

りませんでした。 
昨年に引き続き、私事ですが、富士山静岡空港よ

り福岡に行ってまいりました。 
週末とあって、博多の街は、大変活気があり、ま

た、美味しいものを沢山食べてまいりました。特

に、ごまサバの刺身、生きたままのヤリイカ、馬

刺し、もつ鍋が４連発出てきて、最後に、チャン

ポン麺とご飯を入れて雑炊にして食べましたが、

格別の味」で、社員一同、感激しておりました。 

交通の便も良く、夜の街は大人の喜ぶ世界でした。 
さて、話は変わりますが、１４日の地区協議会、

又１６日は、次年度の役員理事予定者会議の集ま

りに参加しましたが、次年度の早川会長の会長方

針を聞き、大変、頼もしく感じ、また、出席され

た会員さんからも活発な意見も出て、次年度は楽

しみな事業が期待できると思いました。 
以上会長報告挨拶といたします。 

■ 幹 事 報 告            内山 淑夫君 
• ２６２０地区 
三島西ＲＣ例会会場変更のお知らせが届いて

おります。 
７月よりブケ東海三島 にて 

• ２６２０地区より 
第２３回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大

会のご案内が届いております。 
 

• 公益財団法人米山記念奨学会より 
 ハイライトよねやま１５７が届いております。 

■ 出 席 報 告                望月 誠君       
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

38／43 88.37％ 40／43 93.02％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
○山田君 ○渡邊芳君 池谷君 川口君 藪崎君 
(２)メークアップ者 
桑原 茂君（静岡北） 渡邊 芳隆君（藤枝） 
小山 明良君（藤枝） 村松 章隆君（藤枝） 
佐野 裕基君（藤枝） 

■ スマイルＢＯＸ            望月 誠君       
• 誕生日プレゼントありがとうございます。とう

とう７０才の一歩手前になってしまいました。 
小山 明良君 

• 誕生プレゼントありがとうございました。これ

からどういう年の重ねかたをするのか楽しみ

です。                        江﨑 直利君 
• 妻の誕生日プレゼント有り難うございます。 

朝比奈 潔君 
• 結婚記念日の祝をありがとうございました。あ

の時代に戻れたらと思うと切なくなります。 
池ヶ谷 勇君 

• 結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。 
桑原 茂君 

 
スマイル累計額  ５１１，３３２円 
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■ 地 区 協 議 会 報 告                     
 
次年度会長 
早川 清人君 

 
 
 
 
 平成 25 年 4 月 14 日（日）に東静岡のグラン

シップで開催された国際ロータリー第 2620 地区

2012～2013 年度地区協議会に参加した。 
 午後 1 時の開会点鐘により本会議が始まり、志

田洪顯ガバナーエレクトの次年度方針が示され

た。続いて、各部会に分かれて次年度方針に基づ

くそれぞれの事業計画の説明がなされた。私は、

「アシスタントガバナー、会長幹事、会員増強・

維持部会」にて、ロータリー戦略計画の優先項目

「公共イメージと認知度の向上」に関する講義を

受けた。 
本会議及び部会を通して特に印象的であった

のは、地区目標として掲げている「ロータリーの

ブランド強化」並びに広報の重要性について丁寧

に熱く語られていたことであった。私自身、ロー

タリーに対するこれまでの認識が修正された瞬

間であったように感じられた。 
そして、最後に全体会議を経て午後 5 時、閉会

の点鐘となった。 
種々考えさせられた地区協議会であり、貴重な

勉強をさせて頂いたと感謝している。 
 また、ガバナーエレクト志田洪顯氏の人となり

を知る良い機会でもあった。次年度方針を説明さ

れたその姿は、正に質実剛健の人であった。共に

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

目指し活動できることに喜びを感じている次第

である。 
 
次年度幹事 
松浦 正秋君 

 
 
 
 
次期幹事として参加しました。会員皆様のご協

力でクラブとして全ての部会に参加できたこと

に感謝します。 

 未来の夢計画というプロジェクトが世界中で

実施されます。ＲＩは今後３年をかけて全てのク

ラブで取り組むように進めています。 

 この計画は２０１７年にロータリー財団が設

立１００周年を迎えることを記念して、ロータリ

ー財団管理委員会が立案しました。持続可能で目

に見える成果を世界中にもたらしたいという願

いと関心を反映したものとあります。 

 内容としては、会員の寄付を還元し、それによ

りクラブ事業を補助しようというものです。社会

奉仕事業の事業費５０％をＲＩが地区を通して

補助金としてクラブに交付します。この補助によ

り、多くの社会奉仕事業が行われ、各クラブが事

業のＰＲを広く行い、ロータリーの周知を図ろう

というもののようです。 

 「Ｉ Ｓｅｒｖｅ」が「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」

に！？ 

 
 
 
  中山 恵喜君 
 
 
 
 去る４月１４日にグランシップにて開催

されました地区協議会に参加して参りまし

た。東静岡駅は２日前にグランドオープンし

た MARK IS 静岡の最寄りの駅とあって、北口

はいつもの週末とは違う賑わいを見せてお

りました。 

さて、地区協議会が各クラブの次期役員の

方々、地区出向者の方々と新会員で入会３年

以内かつ地区協議会未経験者で開催されて

いることも当日知ることができました。 

全体会議後は新会員部会に参加させて頂

きました。静岡 RC のパストガバナー青島さ

んを講師にロータリーの魅力について、様々

なエピソードを交えての講話がありました。

RC への入会者の半数が３年以内に退会され

るという事実を聞き、日本の大手ファストフ

ァッション企業の新入社員の離職率を変わ

らないことに少し驚きを覚えました。 

以前所属しておりました青年会議所とい

う団体も同じかもしれませんが、団体に入会

したからといって何かをしてもらえるもの
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ではなく、自分がいかにその団体に関わりを

持ち、そこから何を享受するかが大切ではな

いかと改めて感じました。 

まだまだ一歩一歩着実に前進するだけで

すが、これからもよろしくお願い致します。 

 
 
 
 
鈴木 健夫君 
 
 
 
 
はじめて地区協議会なるものに参加して、ロー

タリーは本当に様々な活動をしている団体であ

ることを知りました。その中で新会員の研修小委

員会に参加させていただき、私と同じく入会して

まだ日の浅い方たちの意見を色々聞くことがで

きました。藤枝に戻ってからの早川・松浦次年度

会長幹事の新会員研修がまた更に有意義なもの

でありました。長い一日でしたが、貴重な時間を

ありがとうございました。 
 

 
 
杉浦 聡君 

 
 
 
 
先に行われました地区協議会において新会員

研修小委員会に参加致しました。研修では青島廣

幸 PG が研修講話をして頂き、RC の歴史や組織

の成り立ちを知る機会となりました。また近年、

入会 3 年未満での退会が多いようで｢3 年間は我

慢して下さい。4 年目以降はきっと大丈夫です｣

というふうな趣旨のお話しがあり、組織運営の難

しさも感じることとなりましたが、まだ入会 3 カ

月という立場でもあり、まずは藤枝南 RC に慣れ

て、職業奉仕を通じて良きロータリアンになりた

いと改めて思いました。今後ともご指導ご鞭撻の

ほど宜しくお願い申し上げます。 

 

■ 今 週 の 一 言        早川 清人君 
「私の父」 
 私の父は、大正生まれらしい頑固さを持った厳

格な父であった。父の給料日には、その給与袋を

神棚に供え、家族全員神棚に向かい礼拝をし、一

月の感謝をすると云った具合。 
 振り返るに私は、父とは真逆な人生を送ってき

たように感じる。そろそろ私も、父を見習い、父

のような実直な人生を送ってみようかと思った

次第。 
 
 

 
●例会プログラム● 

例会日 クラブ行事 摘要 
4/26(金) 

第 1038 回
会員卓話  

5/10(金) 
第 1039 回

外部卓話  

5/17(金) 休会  

5/18～19 
第 1040 回

親睦旅行 横浜ﾏﾘﾉｽｽﾀｼﾞｱﾑ 

5/24(金) 
第 1041 回

外部卓話  

5/31(金) 
第 1042 回

外部卓話  

 
 
 
 
 

    （担当／漆畑君） 


