
 
 

国際ロータリー第 2620 地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2020 年 10 月 2 日（金）Ｎo.11 

 

例 会 第１３８２回：早朝例会 第１３８３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 漆畑雄一郎君 

■ 会 長 挨 拶          松浦正秋君 

前回の例会は、志田ガ

バナーをお迎えして

のガバナー公式訪問

例会でした。例会終了

後に開催した懇談会

についてご報告いた

します。皆様に通知し

た第５グループからのグループ再編希望に関す

る件を伺いました。結論から申し上げますと再編

は行わないとのことでした。第５グループに第４

グループ内の遠州４クラブが入ると山梨全体と

同じほどの規模になります。第４グループと第５

グループの間だけの話に留まらず、地区全体のグ

ループの編成を改めて考える必要があるとのこ

とでした。このような事情であるので、今年度は

手を付けないとおしゃっていました。 

会員増強については、コロナ禍の影響で会費を払

えなくなった会員が増えていて、クラブの存続そ

のものを考えなければならないクラブが出てき

ているようです。山梨県下の塩山、山梨中央の２

クラブが本年６月に解散いたしました。例会での

食事の提供を止めて会費を減額したクラブがあ

り、例会の開催数を減らすクラブもあるそうです。

当クラブの会員増強について現状の人数を維持

し、退会者が出た時に新しい人を迎えるというス

タンスですと伝えました。県東部に入会希望者が

多数いて順番を待っているクラブがあるという

情報も頂きました。５１名の会員数を維持し、例

会を開催出来ていることをうれしく思いました。 

ガバナーの就任の輪番の話がでました。今年は本

来東部からの選出の年でありましたが、人選がま

とまらず静岡クラブが引き受けたとのことでし

た。再来年の本来の中部からの選出年に静岡クラ

ブの浅原さんがガバナーを受けるので、次回の中

部選出の際には藤枝や焼津からお願いしたいと

いう話がありました。楽しく例会が開催出来多く

の会員が出席いただいているこのクラブに在籍

できていることをうれしく感じた今週です。 

■ 理 事 会 報 告       鈴木健夫君 

① 「11 月・12 月プログラムについて」承認さ

れました。 

② 「静岡第 4・5 グループ再編について」話合い

ました。グループ制に変更してまだ間もないので、

もうしばらく様子をたらどうか、という意見がほ

とんどでした。10 月 24 日の会長幹事会の議題に

もなっています。追ってご報告します。 

■ 幹 事 報 告         鈴木健夫君 

・10 月度理事会が開催され「11・12 月プログラ

ムについて」承認されました 

・11 月 21～22 日に予定されてた地区大会が延期

になりました 

・ガバナー公式訪問のお礼メッセージがガバナー

より届きました 

 

■ 出 席 報 告           笠原大輔君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

４3／51 84.31％ 43／51 84.31％ 

 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君 ○伊藤彰君○桑原君○杉山君○樽井君 

○村松章隆君○渡邊博君 川口君 

原点回帰 



 
 

(２)メークアップ者  

桑原茂君（藤枝） 中村君 

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 

 

■ スマイル B O X        笠原大輔君 

・何回目かの結婚記念日 有難うございます。 

                小池吉久君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

                玉木末雄君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます 

                望月誠君 

・妻のバースデーありがとうございます。 

 もう６２才のはずです。昔の面影すらありま 

せん。            内山淑夫君 

・結婚記念日プレゼントありがとうございます 

 毎年欠かさず結婚記念日は 2 人で食事にいき 

ます。今年の分の予約を早くしなければ 

               笠原大輔君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 ５２才になります。朝起きた時の顔がとても 

ひどいです。加齢を実感するこのごろです。 

               杉浦聡君 

・家内の誕生日プレゼントありがとうございま 

した。いったい彼女はいくつになったんだろ 

う？             江﨑直利君 

スマイル累計額  ２６５，０００円 

 

■ 会 員 卓 話            早川清人君 

ＲＬＩプログラムのご案内 

2018-19 年度ＲＩ地区

大会第 1 日目において、

「地区指導者育成セミナ

ー」が企画され、会長、幹

事とともにクラブ研修リ

ーダーの参加が要請され、

この「地区指導者育成セミナー」では、ＲＬＩの説

明とその実施に向けた案内が、ＲＩ第 2770 地区の

井原實パストガバナーより述べられました。これ

は、昨年 2 月 15 日の例会でも報告させて頂いた

ことですが、現在、日本の各地区単位で活発に活

動が展開されているところであり、改めてクラブ

研修リーダーとして案内させて頂きます。 

 ＲＬＩ（Rotary-Leadership-Institute）とは、ロ

ータリー･リーダーシップ研究会のことであり、

質の高いリーダーシップ教育を通じてロータリ

ークラブを強化するための、草の根の多地区リー

ダーシップ開発プログラムのことです。 

 このＲＬＩは組織化されていて、活動拠点となる

本部は米国のニュージャージー州に置かれてい

て、委員長にデビット･ライネット（Davit-Linet）

氏が就いております。デビット･ライネット氏は、

元 RI理事で本プログラムの発案者でもあります。 

また、日本国内においてもＲＬＩ日本事務局（ＲＩ

第 2770 地区ガバナー事務所内）が設置されてお

り、元 RI 理事の北 清治氏（浦和東 RC）が日本

支部委員長を務めています。 

但し、ＲＬＩはＲＩの正式なプログラムではありま

せん。そして、ＲＩの管理下にもおかれていません

が、ＲＩが承認している多地区合同のプログラムと

なっています。 

ロータリーにおける最大の草の根活動であり、

現在、世界の 80％ほどの地区が参加しているとの

ことです。いつ時点の統計かは不明ですが、日本

では 23 地区の参加と 3 地区の参加表明があった

とのことで、地区事業として RLIセミナーが各地

で開催されています。 

ＲＬＩの使命は、将来、クラブのリーダーシップ

を進めることが出来る潜在能力を有するロータ

リアンを見出し、そのロータリアンに、ボランタ

リー組織にとって重要なリーダーシップ技能と

質の高い教育を提供することを目指すものとな

っています。 

私たちがロータリアンとして成長し、充実した

活動するためには、ロータリアン一人一人がロー

タリーを深く理解し、自発的なモチベーションを

高め、コミュニケーションや活動を活発にして、

クラブの活性化につなげて行く必要があります。

つまり、ＲＬＩの目的は、ロータリアンの自主性と

卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新性と柔軟

性を育て、ロータリーを活性化することなのです。 

このＲＬＩプログラムは、ディスカッション方式

で実施される参加型の研修カリキュラムで構成

され、段階的にテーマを設定して討論が展開され

ます。その際の進行は、参加者の発言を促し話の

流れをまとめる誘導役たるファシリテーターを

食事準備数 食事提供数 残 累計残 

４5 ４5 0 12 



 
 

中心に行われます。 

そのセミナーは、「リーダーシップ」「奉仕」

「会員組織の強化」という 3 つの基本軸を中心に

3 段階でのカリキュラムが組まれています。パー

ト 1 は「ロータリアンとしての私」、パート 2 は

「私たちのクラブ」、パート 3 は「私のロータリ

ーの旅」を基本的テーマとして設け、ロータリア

ンとしての成長とロータリー観の確立を目指す

こととなります。 

具体的内容及び手法等は、まだまだ分からない

点が多い訳ですが、今後、資料の収集に努め、内

容を確認のうえ、今後の当クラブの活動にも反映

させていきたいと考えています。 

そこで本日は、短い時間ではありますが、ＲＬＩ

カリキュラムを模したディスカッションを企画

させて頂きました。テーマはパート 1 になぞらえ

て「私にとってのロータリークラブ（ロータリークラブは

私にとってどのような存在か）」として、時間は 15 分

とします。各テーブル毎に発表者を決めてからデ

ィスカッションをお願いします。ディスカッショ

ンした内容は週報で発表して頂きます。発表者の

皆さん、週報への寄稿をお願いします。 

 また、この卓話の最後に、ＲＬＩプログラムのカ

リキュラムパート 1を受講した経験のある松浦会

長に感想を発表してもらいたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

～テーブル発表～ 

・仲良しクラブだけどちょっと違う、ちょっとこ

わい(笑) 

・自分の人間力を高めてくれる場所・自分の評価、

立ち位置を確認する場所 

・不易流行のエッセンスをいただき、自社に持ち

帰り社業発展に活かしたい       

発表者 杉浦聡君 

 

＊ロータリーは平等で自身のトレーニングの場

である。 

＊自己の修行の場であり丁度良い会である。 

＊歯車であるので各社がそれぞれを紹介し合

い、自社の繁栄と地域の皆様への貢献が出来る

クラブ。 

＊ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研修会）

を理解するとともに楽しい会である。 

＊まだ経験が浅い為わからないことが多いです

が毎週楽しみですので兎に角出席したくなる会

だと思う。      発表者 佐野博己君 

 

藤枝市内の経済人との交流を図り、リーダーの考

え方、行動を学び、広い人脈を構築できる団体が

私にとってのロータリーです。  

発表者 鈴木寿幸君 

 

・新しい発展、新しい出会いの場 

・信用と信頼の物差しである 

・ロータリーへは、日常の中で出席している 

・会社人生そのものがロータリー人生といえる 

・異業種交流の最たるもの 

            発表者 竹田敏和君 

 

「交流の場です。ロータリーには某団体と違って

卒業がないので、新会員も一度会長をされた方も

年齢関係なく平等に接してくれるところが他に

ない交流の場として大切な団体になります。 

某団体は卒業間近になると威張り散らす人がた

まにいます（笑）」    発表者 笠原大輔君 

 

毎週金曜日を確認する日 

海軍カレーと同じ意味です 

もう少しカレーランチを増やしてほしい 

            発表者 高杉光洋君 

 

私にとってのロータリークラブとは 

例会受付で、表に〇を記入する事で金曜日に友人

に会える 

私のロータリー感 

例会受付で、表に〇を記入する事で参加意識を感

じる          発表者 森竹正晃君 

 

ロータリーの例会は昼食をはさみ、行われます。

食事というのは、人間にとって、幸せな時間で、

当然、会話もはずみます。 私たちのテーブルに

は、業界別では多岐にわたりますが、やはり、ロ

ータリー経験が長い人も多いので、たいへん高度

な話が多く、世相を反映している話題や政治談義

も少なくありません。 特に、先週金曜日は、ト

ランプ大統領が新型コロナの陽性反応が出たと

の驚くべきニュース速報が飛び込みましたので、

花が咲きました。 また、法務関係の専門家も数

人いることから、法令関係のことも多く、交わさ

れます。 経営者は健康が第一ですし、従業員の

健康保持も経営者のつとめで、健康経営が推奨さ

れていることから、健康の話題も事欠きません。 

 ともあれ、高度な会話が多いわがテーブルと思

っております。     発表者 植田裕明君 



 
 

 

 

■ 今週の一言        古川賢吾君 

思い出の旅行 

今から２４年前、大学

３年の夏休みに友人と

２人で８月中旬～９月

中旬（約１ケ月）「地球

の歩き方」を手にスペ

イン、ポルトガルを旅しました。スペインへ直行

便がないため、成田からヒースロー空港（イギリ

ス）で乗り継ぎ バルセロナ入りしました。旅の

スタイルはバックパッカー、宿はその日に探して

交渉してなるべく安いところに泊まりました。今

で言うと民泊でしょうか。衣類は洗面所で洗濯し

て乾かす、風呂はほとんどない、シャワーも水だ

けのところもありました。スペインでは、「バルセ

ロナ」→「マドリード」→「グラナダ」→「セビ

ーリャ」と４つの街を移動し滞在、国境を越えポ

ルトガルに入り「リスボン」→「コインブラ」→

「リスボン」と２つの街を滞在し、帰りはポルテ

ラ空港（リスボン）成田直通便で日本に戻ってき

ました。様々な思い出がありますが、バルセロナ

でサッカーの試合を見たくて、カンプノウでデス

カウントしようと試みましたが、窓口の人に銀行

行けと言われ、結局買ったチケットは、最上段で、

ロナウドやフィーゴ、ストイチコフ選手が米粒の

ようで誰かわからなかったです。隣のドイツ人と

意気投合し応援しました。最後に、帰りの機内で

ワインを２本、3 本飲んで泥酔、きれいな CA さ

んに介護されるおちがついた旅でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/9(金) 

第 1384 回 
会員卓話 小杉苑 

10/16(金)  

第 1385 回 
職場訪問 藤枝農産加工所 

10/23(金) 

第 1386 回 
会員卓話 小杉苑 

11/6(金) 

第 1387 回 
会員卓話 理事会 

おめでとうございます！ 


