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例 会 第１２８３回： 通常例会/小杉苑  

ソング・・君が代・奉仕の理想 ソングリーダー・数野晴紀君

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

 皆さんこんにちは。 

役員の皆様には先ほどの理事会ご苦労様でした。 

もう、8月 3日！本年度も 1/12 過ぎたわけであり

ますがこのスピードで行くと、何事もなければ

「あっ」という間に一年が終わっているような、

暑さで頭がボーとしてこんな事を考えておりま

すが、そんなに甘くはないですよね。 

さて、本日は村松ガバナー補佐が公式訪問にお越

し下さいましたが・・・ここにいらしても何とも

違和感を感じず、いつもの後継に思ってしまうの

はたぶん、皆さんも同じではないでしょうか？ 

藤枝クラブの中でも会長を2年連続で務められた

ことは皆さんもよくご存知な事でしょう。 

私の生まれ育った家は 村松ガバナー補佐の向

かえでした。今でも 藤枝の大祭りでは 一緒に

白子区の屋台を曳いております。 

藤枝クラブさんの皆さんとは 我々も馴染みが

深いので先月、島村会長と玉木幹事がいらした時

も司会の漆畑君が紹介を忘れてしまうのも無理

はなかったかなと・・・ 

しかし、本日はガバナー補佐の公式訪問です。村

松ガバナー補佐、平事務局長様 ようこそお出で

下さいました。 

「BE THE INSPIRATION」これが 今年度の RI 会

長のテーマです。和訳すると「インスピレーショ

ンになろう」という言葉になります。ひらめきに

なろう！は、日本語としては何とも解釈が難しい

のですが 本日の村松ガバナー補佐のお話の中

でそのヒントがあるかもしれません。楽しみにし

ております。 

本日は、月初めですのでセレモニーがあります。

あまり私が長く喋っていると 大事なお話の時

間が短くなってしまいますので、ここらで私の会

長挨拶とさせて頂きます。 

■ 理 事 会 報 告       漆畑雄一郎君 

☆9・10 月例会プログラム 承認されました。 

☆ガバナ一訪問例会について         

8/28 宮美殿にて開催されます。本日案内を送りま

す。  

☆納涼夜間例会について  

現在会員 33 名、奥様 17 名の参加予定です。 

☆9月移動例会について   

9/9 鬼願寺にて開催されます。  

☆決算報告について   承認されました。 

☆ 次年度指名委員会について 

9 月に富沢パスト会長と偶数年度のパスト会長で

構成され発足します。    

☆8 月事務局休暇について   

商工会議所自体には夏休みがないため、担当職員

が順番に休みを取る形となります。 

■ 幹 事 報 告        漆畑雄一郎君 

Rotarian、平成 30 年 7 月西日本豪雨災害義援金 

について、を回覧します。 

■ 出 席 報 告          藪﨑茂  君 

 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

43／50 86％ 43／50 86％ 



 

 

○阿井君 ○伊藤彰君 ○中村君 笠原君   

川口君 小池君 佐野博君 

(２)メークアップ者  

阿井誠君 松浦正秋君  

■ スマイル B O X       藪﨑茂 君 

・会長の私が皆出席の「ニコニコ」遅れてしま 

 いました。100％出席が 16 年続いております。 

 皆さんも私を手本として下さい。 

              カルロス飯田君 

・いただいたマンゴー 娘が一人で食べてしま 

 いました！とても「オイシカッタ」と言って 

 ました！やっと新しい病院が完成しました。 

 9/1 オープンします。微力ながら地域医療に 

 貢献できるよう これからもガンバリます。  

       淵脇一啓君 

・結婚祝い ありがとうございます。樽井勉君 

・皆出席のプレゼントありがとうございました。 

                小山明良君 

・57 才です。ありがとうございます。 

                松浦正秋君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。   

 よろしくお願いします。   森竹正晃君 

 

スマイル累計額 １４５,０００円 

■ ガバナー補佐挨拶                     

今年度静岡第 4グループ ガバナー補佐を務めま

す、藤枝ＲＣの村松英昭です。 

職業は歯科医師です。 

東から焼津、焼津南、藤枝、藤枝南、島田、榛南、

掛川、掛川グリーン、袋井、磐田の１０クラブで

構成されています。 

今までほとんど交流のなかったクラブの仲間と

の出会いを大切にして、親睦を図ってください。 

今年度の星野ガバナーは山梨県大月ＲＣです。大

月ＲＣは会員数 23 名のクラブです。 

星野ガバナーの御父上は藤枝市のご出身です。藤

枝市小石川の杉井家です、杉井酒造の.本家にあた

ります。 

星野ガバナーの方針をお伝えします。 

今年度ＲＩ会長テーマは「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳ

ＰＩＲＡＴＩＯＮ」（インスピレーションになろ

う）です。 

インスピレーションにはさまざまな意味があり

ます、良い思いつき、着想、感化、刺激・激励・

鼓舞させる人等々。今年度のテーマは、各ロータ

リアンが、その地域で行う奉仕活動を通じて一般

社会にロータリーはなにをしている団体なのか

を浸透させ、ＤＯＩＮＧ ＧＯＯＤ ＩＮ ＴＨ

Ｅ ＷＯＲＬＤを掲げる国際ロータリーとして、

ロータリークラブはもとより、個々のロータリア

ンもその言動や行動を通して、地域社会の人々へ

も良いインスピレーションになれるよう努力す

ることを訴えられているのだと拝察いたします。

これは公共イメージの向上にもつながると思い

ます。良いインスピレーションになれるようなク

ラブ運営やロータリー活動ができるよう、共にま

い進いたしましょう。 

 

２０１８－１９年度 地区目標 

１． 会員増強・維持 ４０名未満のクラブ｛純

増１名以上｝ 

      ４０名以上のクラブ｛純増２名以上｝ 

２． ロータリークラブ・セントラルの利用 

３． ロータリー財団への寄付と補助金の積極

的活用 

・ＵＳ＄１５０/ 人・年｛ゼロクラブ・ゼロ｝ 

・ベネファクター｛各クラブ１名以上｝ 

・ポリオへの寄付｛ＵＳ＄３０/ 人・年｝ 

・ロータリーカード加入促進 

・地区補助金、グローバル補助金の活用 

・ロータリー平和フェローシップへの理解を深め

る 

４． ロータリー米山記念奨学会支援 

・奨学生支援｛世話クラブ、カウンセラー引き受

け｝ 

・寄付推進｛￥１６、０００/人年以上（普通・特

別寄付合算） 

５． 地域社会のために奉仕活動をすることを

通じて「ロータリーの公共イメージの向上」

を図ろう 

６． 各委員会事業への理解と参加 

７． ポリオを撲滅させよう 

８． ２０２０年日本のロータリー100 周年を

祝おう 

９． 米山梅吉記念館への支援 

１０． ２０１８－１９年度ロータリー賞（旧ＲＩ

会長賞）への挑戦 

１１． Ｒ．Ｌ．Ｉ．（ロータリー・リーダーシッ

プ研究会）の導入を目指しロータリーの活

性化を図ろう 

１２． 新グループ編成の定着を目指し 



 

 

１３． 地区大会（10 月２７，２８日）への参加 

１４． 国際大会（ドイツ・ハンブルグ）2019 年

6 月 1 日（土）～5 日（水）への参加 

 

ガバナー公式訪問 

・クラブ同士のつながりと親睦を深める機会にし

てください 

・公式訪問時の入会式を歓迎します 

・夏場（７～9 月）はクールビズでお願いします。

この期間ガバナーはノーネクタイで訪問させて

いただきます。 

 

グループ内各クラブの活動活性化のための「情報

発信」について 

・地区・クラブのホームページやＳＮＳを使って

活動を紹介してください。 

・活動が新聞に掲載された場合はガバナー事務所

へ新聞をお送りください。 

 

地区大会 1 日目（10 月 27 日）の会長・幹事会と

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

・地区大会 1 日目の「会長・幹事会」と「ＲＩ会

長代理歓迎晩餐会」はガバナー補佐、クラブ会長・

幹事は出席義務者のため、是非、予定してくださ

い。 

1 日目にはクラブ研修リーダーも対象としたセミ

ナーの開催を予定していま 

す。 

地区大会におけるグループ別スイーツ紹介ブー

スの設置 

・地区大会懇親会（10 月 28 日）前にブースで銘

菓を紹介（無料配布） 

・地区からの予算は 1 グループあたり３０、００

０円程度。グループをＰＲする機会としてくださ

い。 

ＩＭ対応について 

・ガバナー補佐主催のグループ内最大イベントで

す。新しいグループ編成になりますのでグループ

内のつながりを強め、交流と親睦を深めてくださ

い。 

日時は平成 31 年 3 月 3 日（日）午後 場所はホ

テルオーレです。 

ロータリー賞への挑戦およびＭｙＲｏｔａｒｙ

の活用 

・２０１８―１９年度ロータリー賞にチャレンジ

してください。 

 

■ 今週の一言      鈴木健夫君 

「鈴木、斎藤馬の糞」

（寿幸さん、照竟さん

ごめんなさい）、掃い

て捨てるほど多いと

言われる苗字ですか

ら、幼少の頃より基本

名前で「タケオ」とよ

ばれてまいりました。 

「タキート」というスパニッシュネームもござい

ますが、皆様方におかれましては、普通に「タケ

オ」と呼んでいただければ幸いです。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ソングリーダー 

              数野晴紀君 

 

 

              (担当／森竹君) 


