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例 会 第１２８１回： 通常例会/小杉苑 

ソング・・われら日本ロータリアンの歌・われは海の子 

ソングリーダー 数野晴紀君 

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

皆さん今日は。 

二日前の１８日、

漆畑幹事と藤枝

クラブの例会に

ご挨拶に出かけ

て来ました。先週

いらした島村会

長がテーブルが

一つ多くて人数も多いと！しておりましたが 

私は逆で人数の少なさに違和感を持ちました。セ

ンターのテーブルに案内されて、会長・幹事・村

松ガバナー補佐・平事務局長と一緒に食事をしな

がら、今回の九州北部豪雨の義援金の話題になり

ました。ガバナー補佐からは第２６２０地区が募

金を集める事ができても、今回の災害は多県にわ

たっての被害が起きているのでその分配をどう

するかを現在、ガバナー事務局で検討をしている

とお聞きしました。勿論、ロータリーからロータ

リーへの義援金となることも聞いてきました。近

いうちに地区から義援金の要請がとどきます。そ

の時は皆さん、藤枝南クラブの友情を届けましょ

う。 

ところで皆さん今年の暑さ、どう感じますか？東

海地方では梅雨入りが６月６日ごろで平年と比

べ２日早いペースでした。同時に梅雨明けは７月

９日と平年と比べ１２日も早かったんです。その

間はたしか全国的にも雨が少なくこのままだと

またいつかみたいに節水になってしまうかなと

も思っていました。 

そんな矢先に集中豪雨で西では大災害が起きて

います。 

１９日から猛暑で JR の線路が６０度の規制値に

達し電車が徐行運転になってまた違う被害が出

ております。 

線路は６０度を超えるとゆがむ心配があるよう

です。 

大体の人は異常気象だと言われますか、ある人は

太陽から見た地球の軸が動いたとも言ってるよ

うです。 

なんにしてもこの暑さを乗り切らなくてはなり

ません。 

今日は、各自の暑さ対策を話ながら食事をして頂

き そして良い対策があれば是非、マイクを使っ

てみんなに教えて下されば助かります。宜しくお

願いいたします。 

暑い暑いを連呼して、会長挨拶と嗄声頂きます。 

 

■ 幹 事 報 告        漆畑雄一郎君 

来月の静岡ビジネスレポートに第 4グループ 

のクラブの役員が紹介されます。 

今月号では第 3グループの役員が紹介されて 

いますので、回覧します。 

■ 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 

40／50 80％ 44／49 89.8％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○鈴木健君 ○中村君 ○望月君 ○阿井君  

○内山君 ○江崎君 川口君 佐野裕君  

佐野博君 古川君   



 

 

(２)メークアップ者  

加藤智之君(焼津南) 渡辺哲朗君(焼津南)  

 

■ スマイル B O X         藪﨑茂 君 

・本日、20 日付で、代表取締役社長を退任しま

す。後任は、次男 村松良隆が就任いたします 

私は、取締役会長として、引き続き社業に専念

いたしますので、よろしくお願いします。 

改めてご案内させていただきます。村松章隆君 

・誕生日プレゼント、ありがとうございます。 

今年で 70 才になりました。これからも元気に 

がんばります。         渡辺哲朗君 

・先週は、藤枝ロータリークラブの会長として

訪問させていただきました。一年間宜しくお願

いします。うっかりスマイルを忘れました。 

一週間遅れですみません。    島村武慶君 

スマイル累計額 ６３，０００円 

 

■ 委 員 会 報 告      竹田敏和 君 

本年度、飯田会長のご希望もあり年間を通して

“琉球を楽しむ”をテーマとして夜間例会等の

親睦の企画をさせて頂きます。 

 
 

■ 会 員 卓 話                

       樽井勉君 

会員増強・維持委員会 

１．基本方針 

  「入会させて下さい」と、

伝 え て く る 経 営 者 の    

加入促進  

２．事業計画 

 むやみやたらに勧誘しない。  

 経営者に学び、経営者と話すという”おもしろ

さ”が例会にあります。 

 昼食をしながら、仕事に於いて、またｱｿﾋﾞに於

いて、その人の人格、姿勢がわかってきます。 

  経営者団体といえば、経団連、日本商工会議所、

経済同友会がありますが、 一部上場企業を中心

に構成されていて、入りたいと思っても入れませ

ん。  

 しかし、ロータリークラブは社会奉仕を活動を

通じて集うことができる経営者団体です。 

 雨は下から降ってくる等、富士山に登った人で

ないと、わからない苦労があります。 

 ロータリアンは様々な富士山（経営経験）に登

った経験を持つ経営者です。 

 いろいろなアドバイス、経験談が聞ける、数少     

ない集まりです。  

 だからこそ、入りたい人のみが、選抜されて入

会できる、仕組みが良いのです。  

 方針を守り、”是非入会したい”と伝えてくる、

経営者を増強していきます。 

 

2620 地区 2017～2018 会員増強維持委員長  

髙杉光洋君 

 

2017～2018 年度 2620 地

区、会員増強・維持委員会

の増強報告をいたします。 

２０１８年６月末会員数    

２，９７９名 

２０１７年６月末会員数    ３，００４名 

会員数（前年度会員数との比較）  －２５名 

 各クラブ頑張っていただいたのですが、結果は

地区全体で２５名のマイナスとなりました。 

目標は 3100 名を予定しましたが、残念です。 

 おかげさまで、我がクラブは前年度委員長中村

君の頑張りのおかげで50名の大台になりました。 

引き続き増強・維持 宜しくお願いいたします。 

 

■ 今週の一言       渡辺芳隆 君 

今日は、今朝 5 時台の蓮華

寺池公園の気温は 24 度で

した。 

毎日、暑い日が続いていま

すが熱中症には気を付けて

下さい。 

西日本では、記録的な豪雨により 200 人以上の

方々がお亡くなりに為りました。ご冥福をお祈り

申し上げます。 

又、被災された方々には一日でも早い復興を希望

致します。 

今週の一言のテーマが今一つ分かりませんが、藤

・担当例会
月日 例会 会場 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ

8/31(金） 納涼夜間例会 小杉苑 宮古島等のビデオ

9/9(日） (協賛）　竜神コンサート 鬼岩寺

12/21(金） 公開　年忘れ夜間例会
ﾍﾞﾙｳﾞｨ･ﾛｱﾚｰﾇ
（旧　高砂殿）

宮古島ブンミャー

1/11(金） 新年賀詞交換会(藤枝RC) 小杉苑  琉球堂三線・歌

6/14(金） 創立記念夜間例会 小杉苑

6/21(金)-24(月） 会員旅行  石垣島宮古島



 

 

枝南ロータリークラブは渡邊が三人居ます。 

渡邊三兄弟の真ん中で、次男のナベちゃん、又は

ガス屋のナベちゃんで如何でしょうか？ 

■  熱 中 症 対 策                   

☆仕事柄、屋外での作業が多いためこの時期は特

に熱中症に気を付けるように注意します。 

水分補給は無論のこと、定時以外にもこまめに休

憩をとります。先日の、建て方においても 1時間

ごとに休憩を取りました。多く汗をかくときには、

塩分を取ることも大事です。この頃は、塩飴など

を手軽に入手できるので、塩飴をなめながら作業

を進めます。            竹田敏和君 

 

☆私が熱中症に関して自分自身が予防対策を出

来ていないと思うのは、実は大好きな 

お酒を飲んでいる時です。 

塩気の強い美味しいつまみを食べながら大好き

なお酒をどんどん飲みます。 

“水分と塩分、熱中症対策としては完璧！！” 

ではありません。アルコールはこの場合の水分に

は当たらず、逆に脱水症状が進みますね。 

私はワイン等を飲み始めると、“チェーサー”と言

ってビールを飲んだりしています。 

これは絶対にダメです！命の危険です！！ 

お酒を飲む時は、是非とも“真のチェーサー”で

あるお水をしっかりと飲みましょう！！！ 

私も以後、気をつけます！！！    平原望君 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (担当／森竹君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

8/3 (金) 

第 1283 回 

ガバナー補佐 

訪問 
理事会 

8/10 (金) 

第 1284 回 
会員卓話 小杉苑 

8/17 (金) 

 
休会  

8/28 (火) 

第 1285 回 
ガバナー訪問 宮美殿 


