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例 会 第１３１６回： 通常例会/小杉苑 

ソング 我等の生業、花 ：ソングリーダー 古川賢吾君 

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

皆さん、こんにちは。 

早いもので今年度

もあと 2 月半とな

りますが、ここらで

急に次年度に向け

ての組織が動き始

めております。 

3 月のペッツ、先週

の地区協議会、今夜も新年度の役員での会合があ

ります。一年間の取り組み・方向を次年度会長の

渡辺芳隆さんより主には各、委員長さんに聞いて

頂く場となることでしょう。早くからの準備が必

要となりますし 5 月の理事会からは 新年度の 7

月のプログラムも承認を承けなくてはなりませ

ん。どうか新年度の役員の皆さんの協力で次年度

がスムーズに運営開始ができますように私から

もお願い申しあげます。 

今年度 2620 地区のガバナーを務めております山

梨県・大月ロータリークラブの星野さんのクラブ

は就任当時、会員数が 18 名でした。ほとんどの会

員がどこかの委員会の委員長か副委員長にあた

るわけですし、いくつもの委員会に身をおいてク

ラブの運営が成り立っているのではと皆さんも

お解りでしょう。 

一年前に 幹事と山梨でのペッツに出席いたし

ました。そこで初めて星野ガバナーとお会い致し

ました。ガバナーは私たちに、「小数会員のクラブ

ではあるけれど、近隣のクラブに協力を頂き地区

の活動を進めていきます。」とおっしゃいました。

たぶんこの一年前よりご自分のビジョンをしっ

かり持って、近隣のクラブに何度も足を運び準備

をしてきた・・・強い意志がなければできない事

でしょう。同時に「よし、わかった。協力をしま

しょう」と、引き受けられた近隣クラブの皆さん

との「協力の輪」を感じることができました。 

自分のクラブの事だけ考えていれば・・・なんて

考えでは本当の意味でのロータリーの魅力を世

間に発信する事はできません。 

6 月の親睦旅行にも藤枝クラブより 5 名の参加が

ございます。旅先では、その 5名のロータリアン

の方達とも多いにロータリーを楽しみたいと思

います。 

次年度がスムーズにスタート致しますようお願

いして本日のご挨拶とさせていただきます。 

 

■ 幹 事 報 告        漆畑雄一郎君 

抜萃のつづり・米山梅吉記念館館館報を回覧いた

します。 

 

■ 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 

41／50 82％ 42／50 84％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君 ○小山君○中村君 ○望月君○山田君 

○渡邊博君 川口君 佐野裕君 藪崎君 

(２)メークアップ者  

佐野芳正君（藤枝） 淵脇一啓君（藤枝） 

渡邊博文君（藤枝）  

 

 



 
 

■ スマイル B O X       平原望 君 

・ご支援をいただきありがとうございました。 

 私は日常に戻り、毎日食事の仕度をしていま 

 す。また、これから４年続きます。 

佐野芳正君 

・母の通夜・葬儀では、ご参列、ご会葬いただ 

 き ありがとうございました。皆様のご厚情 

 に感謝いたします。今後とも よろしくお願 

 い致します。ありがとうございました。 

                渡邊博文君 

・妻の誕生日プレゼント有難う。 朝比奈潔君 

・結婚のお祝いありがとうございます。 

 毎年、家族で記念写真をとっていますので 

 大事につかわせて頂きます。ありがとうござ 

いました。          数野晴紀君 

 

スマイル累計額  ５７１，０００円 

 

      

■ 地 区 協 議 会 報 告           

奉仕プロジェクト

委員長   

高杉光洋君 

2019年4月7日（日）

浜松市のオークラ

アクトシティー浜

松において 2620 地

区2018～2019年度、

地区協議会が開催され参加いたしました。 

10 時 30 分より本会議が始まり、 

ホストクラブ：浜松ハーモニークラブ 

ホストクラブ：パワー浜松ロータリークラブの皆

さんの行き届いた お出迎えで時間通りの進行

でした。参加メンバーの名札はかなり簡素化さ 

れ名刺形式の札にクリップが付いているだけの

シンプルなものでした。 

次年度 2620 地区ガバナーエレクト、安間みち子

氏の次年度へ向けた熱いお話が印象的でした。次

年度スローガン ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣ

ＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ≪ロータリーは世

界をつなぐ≫ ロータリークラブを通じて手を

取り合い行動を起こそう・・と言う趣旨でした。 

次年度の世界大会はハワイだそうです、我がクラ

ブからも大勢参加出来たら良いのでは。 

 

青少年奉仕委員長  

若林秀典君 

青少年奉仕委員

会ということで出

席してきましたが、

分科会ではロータ

リープログラム危

機管理部会ということで、てっきり奉仕委員会の

一部と思っていましたので面食らってしまいま

した。何が危機管理かというと、普通であれば、

事故や災害を思い浮かべますが、ロータリーにと

っての「危機」とは「青少年に対する性的虐待・

ハラスメントの不祥事」ということです。性的虐

待・ハラスメントがあった場合は 72 時間以内に

RI に報告し、クラブは外部委員も含めた危機管理

委員会で審議の調査や司法当局への通知が必要

かを判断するということです。それから、プログ

ラムというとインターアクト、ローターアクトの

年間の事業、行事がしめされました。 

 

社会奉仕委員長  

池ヶ谷勇君 

抜萃のつづり七

十八を朗読で報

告とします。 

 

 

 

 

国際奉仕委員長  

中山恵喜君 

・奉仕部会 

 部会の主だっ

た内容は、『複数

クラブ合同奉仕

事業』という新

たな取り組みを

補助金の対象とし、地区内最大２５事業・１事業

最大１０万円を助成するという内容でした。 

 この合同奉仕事業の趣旨は、小規模なクラブが

近隣あるいは、広域の連携において、より多くの

会員が奉仕事業を共同で運営することで、これま

で１クラブでできなかった奉仕事業を可能にす

るというものでした。 

 各グループのガバナー補佐の皆様から、「合同

奉仕事業を通じてグループ内の親睦を図れる」



 
 

「すでに行われている事業を複数クラブで展開

できる」といった意見や「計画書の提出期限が８

月末とごく短期間」「グループの再編間もなく合

同事業を展開するほど親睦が図れていない」「最

大１０万円の助成では少ないのでは」「単年度の

予算措置なのか永続性があるのか？」といった課

題も指摘されました。 

 新たな取り組みとして、地区内でどのような事

例が報告されるかも、今後注視したいと思います。 

 

ロータリー財団

委員長   

伊藤恒夫君  

ロ－タリ－財団

の業務は補助金

事業、ポリオプ

ラスの支援等が

あります。 

ポリオは、パキスタン、アフガニスタン、ナイジ

ェリアで撲滅されておりません、従って、この運

動は、もう少し先まで延長されます。 

2620 地区の各クラブの中で、5 クラブが財団への

寄付をしておりません 

今年は、寄付をしていないクラブをゼロにすると

いう目標を掲げております 

 

会員増強・維持

委員長   

古川賢吾君 

本会義では、マ

ローニＲＩ会長

のビデオ（日本

語役付き）が流

されました。そ

のなかで会員増強・維持に関する部分を確認しま

した。現在ロータリーでは不名誉な記録が更新さ

れました、それは退会者の数とのこと。その解決

策としては次のようなことを言っていました。穴

のあいたバケツに水を灌ぐのではなく、今ある現

状を改善しよう、クラブ内に拡大チーム（組織）

を作ること、地域の中に焦点をあて価値を見出す

こと、現役会員へ支援、地域社会との繋がりをも

ち家族を大切にロータリーの成長を促そう。また、

お昼を挟んで午後の会員増強・維持委員会では、

クラブで増強計画を立て、純増３．５％を目指そ

うとの事でした。退会者が一番多い層は、入会１

～２年目で３０％もあるそうです。そのため、新

会員をサポートする人を置くのが良いとの事で

した。次に事例発表があり、浜松中ＲＣの竹山さ

んのお話を聞きました。事例では、１２名の拡大

に成功した要因としては、会員全員が拡大のため

に動いてくれたことだったそうです。増強委員は、

全会員との意識付けが大切で、会員を増やした後、

表彰する等の工夫をしたらいかがでしょうかと

のアドバイスもありました。以上で会員増強維持

の報告を終わります 

 

公共イメージ

向上委員   

数野晴紀君 

公共イメージ

向上委員会の

目的は大きく

３点、①END

ポリオ活動支

援②ＩＴツールの活用支援③ロータリーイメー

ジの向上になります。 

① END ポリオ活動支援です。 

１９８８年以来、ポリオ症例数は全世界１２５か

国３５万人でしたが野生型ポリオウィルスが確

認されたのは２０１９年１月から３月ではパキ

スタンとアフガニスタンで６件になっており、９

９．９％以上減少しています。ＥＮＤポリオ活動

はロータリーが行っている重要な国際奉仕活動

であり、２０１９年１０月２４日の世界ポリオデ

ーに合わせた啓蒙活動や募金活動を次年度も活

動支援を継続していくとのことです。この部会で

は、今年度の募金活動で成果を上げたクラブの事

例が紹介されました。そのうちの三つを紹介いた

します。 

静岡北ロータリークラブでは、冠のついたバスケ

ットボール大会で各チームの指導者、選手、保護

者を対象に募金活動を行い参加チームには「END 

POLIO NOW」と記載された記念ボール、優秀選

手にはＴシャツを贈呈しました。この活動での募

金額は¥３４，０７９でした。 

河口湖ロータリークラブでは、世界文化遺産の富

士山に訪れる外国人観光客をターゲットに募金

活動を展開。通常ののぼりのほかに、英語・中国

語のポスターとチラシを作製、さらに通訳を手配

しました。この活動での募金額は、¥４０，１８８

です。 

もう一つは静岡ロータリークラブで、ロータリア

ンと静岡ローターアクトメンバーと街頭募金を



 
 

セノバ入り口で行いました。テレビ局への取材依

頼やＦＭ放送への会長出演などのマスメディア

の活用で効果が上がり募金額は￥９６，１９０で

した。 

次年度の活動支援としては、ポスター、チラシ、

寄付金ボックスを配布しますとのことです。 

② ＩＴツールの活用支援です。 

次年度より全面リニューアルされる地区ホーム

ページの利用方法とガバナー月信の電子配信化

の取り扱い、My Rotary 登録に関してです。ホー

ムページはスマートフォン、タブレットにも対応

できるようになりました。また、ＳＳＬ暗号を取

り入れセキュリティーを強化しました。そして、

ガバナー月信においては、電子配信になり郵送が

なくなります。毎月 1 日に HP 上に掲載すると同

時に各クラブ事務局あてに PDF 化したガバナー

月信がメールで配信されます。そのため、各会員

さんにもメールで PDF 化したガバナー月信が配

信されることになります。パソコンやスマホを見

ないという方は事務局から印刷したものを配布

するということになるみたいなので、見れない方

は事務局または幹事に連絡してください。なお、

委員会報告などはホームページ掲載がメインと

なるので、ガバナー月信自体のページ数は 2，3 枚

になるそうです。 

次に My Rotary 登録です。現在、3034 名中 1301

名(42.88％)が登録していますが、100％を目指し

て動いていきます。当クラブは 50 名中 16 名

(32％)になっております。この結果は次年度地区

大会でガバナー表彰の対象になるそうなのでご

協力よろしくお願いいたします。 

もう一つはロータリーショーケースへの掲載推

進です。これはロータリアンとローターアクター

が成功したプロジェクトを世界中の人々に紹介

し、情報を共有するオンラインサイトになります。

現在は、浜松地域で行われた天竜浜名湖鉄道の沿

線に花を植える活動「花のリレー・プロジェクト」

が掲載されています。 

③ ロータリーイメージの向上です。 

ロータリーという名前を耳にしたことのある人

は多くてもロータリークラブの活動内容を理解

している人はほとんどいません。そこで、「世界を

変える行動人」という新しい公共イメージ向上の

ためのキャンペーンを立ち上げました。これによ

り、ロータリーの認知度とブランドイメージを高

めることを目的としています。ということで、各

クラブの特色ある奉仕活動のＰＲやこの奉仕活

動を宣伝する場合のお手伝いをしてくれるとい

うことです。 

以上、先日行われました。公共イメージ向上部会

の報告とさせていただきます。 

 

 

 
 
 
 

■ 今週の一言        桑原 茂 君  

ジャッキーと

呼んでくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

4/19(金) 

第 1317 回 
卓話 小杉苑 

4/26(金)  

第 1318 回 
会員卓話 小杉苑 

5/3 (金) 

 
休会  

5/10 (金) 

第 1319 回 
会員卓話 理事会 



 
 

 

クラブネーム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

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

江﨑直利 エザキ

桑原　茂 ジャッキー


