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例 会 第１３１２回： 通常例会/小杉苑 

ソング 四つのテスト、若者たち ：ソングリーダー 笠原大輔君 

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

皆さん、こん

にちは。 

3 月の「ロー

タリーの友」

は読まれま

したか？1月

13 日～19 日

アメリカの

カリフォル

ニア州サンディエゴで国際協議会が開催されて 

2019～20 年度 RI 会長ノミニーのマーク・ダニエ

ル・マローニ―さんから次年度のテーマ「Rotary 

Connect World」ロータリーは世界をつなぐ、が発

表されました。会に出席された日本のガバナーエ

レクトのコメントも記事にして載っておりまし

た。勿論 次期ガバナーの安間みち子さんのコメ

ントも拝見いたしました。 

数ページの中で「ロータリーは個人からなる国際

的組織であり世界に大きな影響をもたらしてい

ます」と書かれておりました。 

本日は、IGM の発表がありますが、各グルーブど

んな話で盛り上がったか大変楽しみです。 

今年度も残り 3 か月半となりましたが その間

もロータリーの目的である「日々、奉仕の理念を

実践すること」「四つのテスト」に照らして、物

事を進めて行きたいと考えております 

 

■ 幹 事 報 告        漆畑雄一郎君 

ハイライトよねやまを回覧いたします。 

 

 

 

■ 出 席 報 告         数野晴紀  君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／50 72％ 43／50 86％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○池ヶ谷君○稲葉君○小山君○佐野裕君 

○佐野博君○樽井君○富澤静君○松浦君○薮崎君 

○渡邊博君 伊藤彰君 内藤君 川口君 

(２)メークアップ者  

加藤智之君（藤枝） 桑原茂君（藤枝） 

樽井勉君（IM） 富澤静雄君（IM） 

早川清人君（藤枝） 渕脇一啓君（藤枝） 

渡邊博文君（IM）  

 

■  I G M 報 告                 

☆１班 桑原茂君  

IGM1 班のサブリ

ーダーの桑原茂

です。1 班は去る

3/14 に味杉さん

にてIGMを行いま

した。出席者は、

会長経験者の山

田さん、江崎さん、

幹事経験者の松浦さん、渡邊博文さん、桑原と他

に中山さん、古川さんの計 7名全員での参加とな

りました。いただいたお題『私の思うロータリー

とは』について様々な意見交換をさせていただき



 
 

ましたが、その中で一番印象に残っているものは、

藤枝南クラブは、他のクラブに比べて各年代層に

満遍なくメンバーが存在しているよね・・それは

きっと先輩たちがしっかりと後輩たちをかわい

がってくれている、面倒を見てくれている、育て

てくれている、その証だね・・との答えをいただ

きました。我々クラブの魅力、強さの秘訣はまさ

にそこにあるのではないでしょうか・・ 

これからも続いていくこの藤枝南クラブの伝統

をしっかりと後輩たちが引き継ぎこれからの藤

枝南クラブのロータリー力をさらに高めていけ

るような雰囲気を作っていければと思います。 

☆２班 鈴木健夫君  

2 班の IGM は藤

枝ミキネ内、陽ま

わりさんで開催

しました。 

年一回の IGM と

いうことで新鮮

且つ身の引き締

まる思いで出席

させていただきました。お題については、はっき

りとはわからず、漠然と、ロータリーとは、につ

いて話がはじまりました。活発な意見も多く、酔

っている間が無いほどでした。 

緊張感あふれる話合いは、ロータリーのことだけ

にとどまらず、政治経済、文学歴史、芸能スポー

ツ、先輩方のプライベートに至るまで（女性問題

含む）多岐にわたりました。あらためて、昭和 40

年の日韓基本条約、日韓請求権協定、さらにさか

のぼって、明治 28 年の日清戦争終結時における

下関条約 明治４３年から昭和 20 年の終戦まで

の日韓併合（合邦）時代の真実についてちょっと

調べてみようかなと思いました。非常に有意義な

時間を過ごすことができました。 

また一つ、藤枝南クラブの仲間に入れていただい

てよかったと思った一夜でした。 

ありがとうございました。 

☆３班 平原望君  

本来の発表予定者

である藪崎茂さん

が急遽お休みとい

う連絡を、本日頂き

ましたので、代わり

に発表者の栄誉を

頂きました。本当に

有難うございます。 

私たちの第３班ですが、３月７日（木）１８：３

０～ 藤枝駅南口 玉木さんのお店である 

さかなや道場藤枝駅南店で開催いたした。 

メンバーは、伊藤 彰彦リーダーを筆頭に、小池さ

ん、鈴木 寿幸さん、照竟さん、藪崎さん 

そしてサブリーダー平原の参加で、樽井さんは残

念ながら東京出張ということで欠席でした。 

IGM（炉辺会議）というのは、美味しいお酒と肴

を媒体として先輩・後輩が分け隔てなく様々な話

題に関して忌憚のない会話で盛り上がる素晴ら

しい会でありますが、一つ大きな難点は、発表者

に指名された人以外は大抵、飲みとトークに邁進

する為、翌日には話し合い内容が消えているケー

スが多いことです。私も同様で、本日は急なご指

名を頂きましたので原稿も用意しておらず、薄い

記憶を必死に呼び起こしながらお話をします。 

私たちのグループも、プライベートから仕事、そ

して国際情勢に至る多岐に亘る内容で盛り上が

りました。特に、ベトナム ハノイで行われた米

朝首脳会談の直後だったこともあり、朝鮮半島を

めぐる議論が活発に行われました。ただ、樽井さ

んが出席されていたら、更にヒートアップ、パン

チの効いた議論になったとは思いますが・・・。 

その中で、我がクラブの素晴らしい実績であり RI

に対する貢献になりましたベトナムからの米山

奨学生、ベトクンの話題がクローズアップされま

した。 

ベトクンは現在、我がリーダー伊藤 彰彦さんの

事務所に就職され、社会保険労務士の資格取得の

勉強に励みながら実務をこなしておられます。 

海外からの技能実習生の受け入れが増加してお

り、国際化を踏まえ地元企業に就職する外国人も

増えております。ベトナムの方も非常に多いです。 

ベトクンのような方は、こういった方々に職責と

してお役に立てますし、公私共に良きアドバイザ

ーになり、日本と諸外国との素晴らしい架け橋と

なり得る人材です。 

こういった人材の輩出に我がクラブが貢献でき

ているというのは、非常に誇らしいことですし、

ロータリアン理念の骨子である“職業奉仕”に非

常にマッチする好事例です。 

この様に、IGM の場でメンバーのみなさんと様々

な議論をホットに行うことで、改めて 

ロータリークラブ、特に藤枝南ロータリークラブ

の一員であることに誇りを思います。 

こういった機会が増えていけば嬉しいと思うと

同時に、折角 週に１度は例会でみなさんにお会



 
 

いできてお話ができるわけですから、極力例会は

皆勤参加をしたいと思います。 

☆４班 杉山茂範君  

IGM４班は 3 月

12 日火曜日に富

岡屋さんに於い

て、渡辺芳隆リ

ーダーを中心に

佐野裕基サブリ

ーター、小林さ

ん、川口さん、竹

田さん、森竹さ

ん、笠原くん、私 杉山と 8 名全員出席で開催さ

れました。 

まず、最初に「テーマは何だっけ？」から始ま

り山梨の馬刺し、日産のゴーン容疑者の今後につ

いて、サッカー少年団について、保健医療につい

て、国家財政問題、政治家のあるべき姿など多岐

に渡って高度な内容の話が繰り広げられました。

奇しくも次年度会長・幹事がいるグループなので

次年度の活動について話し合われました。藤枝南

ロータリー杯 U-10 サッカー大会は元々郵便局杯

として行われていたが郵政民営化に伴い藤枝南

ロータリークラブが冠となり今に至っている大

会で、ロータリーの補助金を活用する計画である

と話がありました。補助金については取得し活用

すべきであるという声が多かった。また米山奨学

生も静岡産業大学の 4年生の男子学生を受け入れ

る方向性であるということです。 

最後にロータリークラブに入ってどうかとい

う話題で、「通常まわりにはいないような人と出

会えた」「世界が広がった」「視野が広がった」「生

涯ロータリー」という声がありました。 

次年度会計より来年の会計は厳しいよ！ 

☆５班 数野晴紀君 

第 5 グループは

「ロータリーで

我々にできるこ

とはなにか！」と

いう題材でした。 

やはり、藤枝市を

活性化させるに

は人口増加住宅

もそうですがＪＲ藤枝駅をもっと有効活用でき

たら藤枝市民に貢献出来るのではないか、中村博

会員の卓話にもあったサッカーの町藤枝を更に

加速させていきたい藤枝南ロータリークラブで

もサッカー関連での地域貢献、見える形から見え

ない作業まで細かくやっていきたい。と皆さんの

意見が出ました。 

とお題での議論はさておき、小グループでの集ま

りは、ロータリーの交流をより深いものにさせる

ことが大事であるということより交流を深める

会になりました。 

会議を開催した鳥しげでは、串に舌鼓を打ち多少

の議論と多くの会話を交わし、２次会ではパブに

行きより一層の交流を、６曲を歌うというノルマ

をいただき、その中でも、ｸﾘｽﾀﾙキングの「大都会」

ではお褒めの言葉をいただきました。 

そして、より一層の交流を深めるべく３次会へ。

日はまたいでいましたが、大変楽しい交流をさせ

ていただきました。 

☆６班 望月誠君  

３月５日（火）

に６班の IGM

が 18 時から

味杉さんで

開催されま

した。参加者

は、小山明良

さん、内藤浩

光さん、渕脇

一啓さん、飯田敏之さん、早川清人さん、望月誠

の６名が参加されました。私は、診療の都合上３

０分の遅刻で参加をさせていただきました。 

ロータリークラブとライオンズクラブの違いで

は、ロータリークラブは職業奉仕が第１番である

とのこと、ライオンズクラブより歴史がある。 

日本人とユダヤ人の接点があるとのことで、大和

民族がユダヤ人との関連があることは、初耳であ

りました。 

日本列島はユーラシア大陸とつながりがあり約

３万６千年前に、日本人の祖先は北と南から流れ

てきたとの３つのルートの説があるようです。 

中華人民共和国は４千年以上の歴史があるが。毛

沢東の政権から変わった。 

アイヌ人について。 

皆で投資をしようファンド。 

もうここは、故やしきたかじんの「そこまで言っ

て委員会」になりました。私の知らない事が沢山

あり大変勉強になりました。もう１年同じ IGM の

メンバーで会合があり、私個人としてはたいへん

楽しみにしており、次回はボイスレコーダーを持

参で参加をしたいと思います。以上報告させてい



 
 

ただきます。 

☆７班 玉木末雄君 

IGM７班  

リーダー 

佐野芳正 

２月２８日 

会合 

会員増強維持

について 

同好会につい

て 

 

■ 今週の一言       渡辺哲郎 君 

 

わたなべと呼んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブネーム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／森竹君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

3/22(金) 

第 1313 回 
早朝例会③  

3/30(土)  

第 1314 回 
お花見例会 瀬戸川 

4/5 (金) 

第 1315 回 
PETS 報告 理事会 

4/12 (金) 

第 1316 回 
地区協議会報告 小杉苑 

氏名 クラブネーム

飯田敏之 カルロス

漆畑雄一郎 バタヤン

渡邊芳隆
次男のナベちゃん

ガス屋のナベちゃん

森竹正晃 モリタケ

鈴木健夫 タケオ

杉山茂範 モゲ・シゲさん

平原　望 ひらはら・ひら・ペー

鈴木寿幸 コトブキさん

藪﨑　茂 やぶ

鈴木照竟 ショウキョウ

杉浦　聡 さとる

富澤静雄 会長

小林正敏 マーちゃん

内藤浩光 内藤浩光

竹田敏和 たけだ、たけちゃん

樽井　勉 お坊さん

渡邊博文 わんたん

池ヶ谷勇 いさむちゃん

望月　誠 モッちゃん

笠原大輔 かさ

数野晴紀 数野

若林秀典
若林・若林さん
若さん・先生

小池吉久
こいっけ君
濃いっ毛君

渡辺哲郎 わたなべ


