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例 会 第１３７４回： 通常例会/小杉苑 

ソング 我等の生業、われは海の子 ：ソングリーダー 大村和宏君 

■ 会 長 挨 拶          松浦正秋君 

本日急な欠席で大変ご迷惑をお掛けします。今月

２日長男がシカゴから帰国しました。その際、空

港でＰＣＲ検査を受けました。その結果は陰性で

した。それから２週間今日まで自宅待機をしてい

ました。しかし、１０時過ぎになって、のどに違

和感があり、帰国者接触者相談センターに連絡し

たところ、改めてＰＣＲ検査を受けることになり

ました。例会を欠席して自宅待機します。 

今週から会員卓話が始まります。第一週は初代会

長の富澤さんにお願いいたしました。 

２９年前のクラブ設立当時の思い出やロータリ

ーに対するお考えなどをお聞きできればと思い

ます。ロータリーの経歴の長い方から順にお願い

しております。それぞれのお考えを語っていただ

き、入会の浅いメンバーのこれからのロータリー

活動の参考になればと思っております。よろしく

お願いいたします。 

代読 竹田敏和副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 幹 事 報 告        鈴木健夫君 

7/19 に地区ロータリー財団セミナー 

7/26 に米山記念奨学セミナーが開催されます 

ハイライトよねやま、血液事業の現状を回覧 

いたします。 

 

■ 出 席 報 告          村松章典 君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

38／51 74.5％ 45／51 88.23％ 

 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君 ○内山君○江﨑君○笠原君○早川君 

○松浦君 ○渕脇君 ○望月君 ○渡邊博君 

伊藤彰君 川口君 佐野裕君 内藤君 

(２)メークアップ者  

渕脇一啓君（榛南） 渡邊博文君（静岡日本平）  

 

パーフェクト例会数 ���� 

欠席連絡は、当日朝１０時前までにお願いします 

 

食事準備数 食事提供数 残 累計残 

４3 39 4 5 

原点回帰 



 
 

■ 会 員 卓 話            富澤静雄君 

      初 代 会 長 

創立 30 周年、節目の本年度会長松浦正秋氏のス

ローガンは「原点回帰」であります。そのスロー

ガンを踏まえ、与えられた卓話の「テーマ」は「私

のロータリー観」であります。その上で、最近入

会のメンバーもおられますので、藤枝南ロータリ

ークラブの創立時のことを思い出してお話しし

てみます。 

私は１９８１年 3 月に入会し現在 39 年目に成り

ます。当時の国際ロータリクラブは判りませんが、

日本は「会員増強・拡大」を大きな声で叫ばれて

いました。 

「産めよ増やせよ」ではなかったかと思います。

日本国内会員も約 12 万人くらいだったのでしょ

うか？現在は 34 地区 2,257 クラブ、88,578 人

（2020 年 4 月末現在 26%減）平均会員約 39 人、

2620 地区は 79 クラブ 2,946 人約平均 37 人です。 

当時の藤枝クラブは約 70 人以上在籍していたと

思います。「もうひとつクラブを作れ」との地区か

らの要請は毎年のように有ったのですが、折角仲

良しになったメンバーが別れ別れになることは

誰もが望まないことでした。歴代の会長は皆さん

「反対」で地区に対して耳を貸さない状況でした。 

藤枝クラブは 1972 年(昭和４７年)創立でした。

丁度、時の会長、故水野義猛氏は非常にまじめな

方だったのでしょう、地区からの要請を守らなく

てはとの考えから、当時のうるさい先輩諸氏を説

き伏せ、創立 20 周年記念事業として「藤枝南ロー

タリークラブ」の創立にこぎつけたのであります。 

移籍メンバー13人にて、1991 年(平成 3年)5 月 28

日に創立、38 名でスタートを切りました。ガバナ

ー大石益光氏、特別代表小林治助氏でした。 

20 世紀初頭 1904 年シカゴで誕生したロータリク

ラブについては、既に皆さんはご承知のとおりで

す。ロータリーの友に「ロータリーとは」が毎月

掲載されていますのでたまには目を通してみて

ください。 

2020 年 5 月(RI 公式発表)現在の国際ロータリは

世界 200 以上の国と地域で 1,217,616 人、クラブ

数 36,158(平均会員数 33.67 人)藤枝南クラブは

150％で最優良なクラブです。 

よって、藤枝南クラブは無理して増強する必要が

無いのです。適正な会員数だと思っています。無

理やり増強することにより、各種事情により継続

困難な方が過去にもおられました。無理しないこ

とです。皆さんの活動や行動を見て、是非私も南

クラブに入会したいという方が現れたら、慎重に

審査して、迎えることが重要です。 当時は、1 業

種 1 人、職業分類、会員選考委員会も非常に厳格

でした。 

お願い申し上げ「入会」してもらうクラブにはな

りたくないのが私の考えです。 

現在の産め増やせの在り方はポールハリスの考

え方とは違うと考えます。 

定款の「クラブの目的」も、たまには目を通して

初心に戻ることも必要ではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

7/31(金) 

第 1375 回 
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 小杉苑 

8/7(金)  

第 1376 回 
会員卓話 理事会 

8/21 (金) 

第 13７7 回 
財団米山委員会 小杉苑 

8/28(金) 

第 1378 回 
納涼夜間例会 小杉苑 



 
 

■ 今週の一言         渡邊芳隆君 

こんにちは、

私の旅行の思

い出は、藤枝

クラブとの新

年賀詞合同例

会でお話をさ

せて頂きまし

た。1972 年に北京で田中角栄首相と周恩来首相が

「日中共同声明」に調印し敗戦後 27 年にわたり

断絶していた国交が回復し、その7年後、1979年、

今から 41 年前に新婚旅行で北京を訪れたことで

す。 

私は、社会主義国を観たくてロシア、モスクワの

赤の広場か、中国、北京を希望しましたが、さす

がに、ロシアは旅行会社で却下されました。また、

北京、モンゴルのパオ生活 10 日間と言うツアー

もありましたが、新婚旅行でパオ生活は止めて下

さい。で北京 7 日間に成りました。 

北京空港に降り立ち市内に向かう道路は、まだ半

舗装で左右は一面の麦畑、トウモロコシ畑でした。

国民の服装は、ほとんどの人が人民服で市内の市

場へ行くと妻の服装が珍しいのか見られるだけ

でなく触られました。 

市内に延長 15 キロ位の地鉄と書いて地下鉄が出

来ており、日本は年齢での料金ですが、合理的な

のか、身長での料金に成っていました。天安門広

場は自転車で溢れ、紫禁城より高い建物は建てら

れなく、高速道路はありません。万里の長城に行

く途中で我々のマイクロバスが警察に止められ、

スピード違反だとの事で、スピードを取り締まる

レイダーは無く日本の車を見ると、賄賂欲しさに

感覚で捕まえるそうです。 

お金は、国民券、兌換券に分かれていました。と

にかく何処へ行くにも 1 日がかりの観光でした。

あれから 41 年、登正平により自由経済を推し進

めた中国は、世界第 2位の経済大国に成り目覚ま

しい発展を遂げています。41 年前の北京が懐かし

く感じられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⛵ウッちゃんの航海日誌� 

7 月 1 日、清水は富士山羽衣マリーナを出港し、

今は、和歌山県、潮岬の手前の串本港にて、反

省と後悔の日々を、間違えました、航海の日々

を送っております。松浦会長にはご迷惑やらご

心労をお掛けし誠に生きた心地がございませ

ん。 

清水港から御前崎港、遠州福田港をへて波荒い

魔の遠州灘を一気に超えて、みなさん懐かしい

渡鹿野島にたどり着き、いやいや風待ちで三連

泊、波切港で休んだら、大王崎を右に見て、英

虞湾かわして、五ヶ所湾の奥座敷、志摩ヨット

ハーバーにて、一服。満を辞して尾鷲港に泊ま

り風待ちののち、那智勝浦に、一泊したら直ぐ

に出港、先程串本港に到着しました。港みなと

に女ありは嘘で、魚だけはありますが、どの漁

港も寂れており、空き家、放棄地が多く、町の

中心が港から線路の向こうの高台に移ってま

す。漁師町は路地が狭く、銭湯があり、昭和の

日本のようですが、閉めたスナックや魚屋や網

元風のお宅を見ると、寂しくて死にそうです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


