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例 会 第１３８７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 阿井誠君 

■ 会 長 挨 拶          松浦正秋君 

皆さんもすでにご存じのことと思いますが、早川

さんが黄綬褒章を受章されました。本当におめで

とうございました。司法書士界における長年の功

績が認められ今回の受章となりました。黄綬褒章

は農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範

となるような技術や事績を有する方を対象とす

る褒章とあります。受章を大変うれしく思います。

また、誇りに思います。早川さんがクラブ会長時

に幹事を務めました。当時、例会日程を決める際、

スケジュールを伺うと県外への出張が非常に多

く、忙しく活動されているなと感じました。自ら

の事務所の仕事以外に業界全般の発展にご尽力

されているのだなと感じておりました。 

４年前には富澤さんが旭日双光章を警備業界の

発展に寄与されたとして受章されました。また、

昨年は小林さんが旭日小授章を商工会議所会頭

として地域の発展に貢献されたとして受章され

ております。 

ロータリークラブの活動の根幹は職業奉仕と考

えますので、自らの職業を通じた活動で勲章や褒

章をいただくことはロータリアンとしての奉仕

を実践されていることだと思います。 

このクラブには商工会議所の役を引き受けたり、

各々の業界組織の役を務めたりしている会員が

多数います。素晴らしい人たちが集う、この藤枝

南クラブに在籍し、会長を務めていることを改め

てうれしく誇らしく感じた今週です。 

報告：先月２４日に第４グループの会長幹事会 

が開催されました。志田ガバナーも参加され地 

区混乱の説明をされました。グループの再編は 

行わないとのことでした。 

インターシティミーティングを来年３月１３

日に開催となりました。参加者は１５０名程度

に絞って行う予定です。 

■ 理 事 会 報 告       鈴木健夫君 

・11 月度理事会が開催され「12・1 月プログラム 

について」承認されました 

・11 月 27 日の例会は夜間夫人同伴例会に変更に 

なりました 

・延期されていた地区大会の開催日が 5 月 28 日 

（金）・29 日（土）に決定しました 

・2700 地区から豪雨災害支援のお礼メッセージ 

が届きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原点回帰 

黄綬褒章受章おめでとうございます 



 
 

■ 出 席 報 告          笠原大輔 君 

 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○飯田君○植田君○内山君○加藤君○桑原君 

○佐野博君○杉浦君○竹田君○樽井君○富澤静君 

○中村君○古川君○望月君 川口君 

 

(２)メークアップ者  

佐野芳正君 早川清人君 村松章隆君 

渕脇一啓君（静岡東）山田壽久君（静岡東） 

渡邊博文君（藤枝） 

 

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 

・誕生日、妻誕生日、結婚記念のお祝い あり 

がとうございました。 

また一つ歳をとりました。 鈴木健夫君 

・結婚記念のプレゼントありがとうございま 

す。結婚 10 年になりました。世間では sweet  

ten とよくいわれますが、我が家では bitter 

な毎日を送っております。 中山恵喜君 

・結婚記念日と誕生プレゼントありがとうござ 

います！６２才になりました。結婚記念日は 

３１回目です。コロナに負けないようにゴー 

ツートラベルとゴーツーイートキャンペーン 

に積極的に参加しようと思います！！ 

鈴木寿幸君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございま 

した。            渕脇一啓君 

・誕生日プレゼント有難うございます。２３日 

で７４才になります。でも、気持ちは５０代 

です。            伊藤恒夫君 

・先日のゴルフ同好会コンペで豊富なハンディ 

といいキャディさんに恵まれ、優勝すること 

ができました。        渡辺哲朗君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます 

               富澤賢一君 

スマイル累計額  ３２４，０００円 

 

 

■ 会 員 卓 話                  

伊藤恒夫君 

私が、南ロータ

リークラブに入

会したのは、ク

ラブ創立の翌年

でした。 

入会する前は、

税理士会という、小さな村社会のみの活動でした

が、ロータリークラブに入会させていただき、

様々な方々と出会い、人間的にも、一回りも、二

回りも大きくなったと思います。 

ロータリークラブの一番の思い出は、入会間もな

い頃、ゴルフ同好会の最初で最後の三重県へのゴ

ルフ旅行に行った事です。名前の知らない人達と

車中で、いろいろな話しをさせていただきました 

バスの奥の方から、強面で大きな声を発している

人がおりました。その人は、池勇さんでした。で

も、池勇さんは、心音の優しいロータリーアン 

でした。私も当時は 40 代、あの頃に戻ってみた

いけれど、それは無理な話です。 

これからも、あまり、役にはたちませんが、末席

から、執行部を応援していきたいと思っています。 

 

 

 

伊藤彰彦君 

本日はロータリ

ー感について卓

話せよとの会長

命令ですが、ロ

ータリーの難し

い話は全く分か

りませんので、

思い出話をさせてもらいます。 

 私が入会させて頂いたのは今から 27 年前の

1993 年 7 月です。当時の会長は第 3 代の松田康

夫さん、幹事が奥川暁弌さんで、入会式では同

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／51 72.54％ 44／51 86.27％ 

食事準備数 食事提供数 残 累計残 

41 39 2 15 



 
 

期入会者が奥知三先生です。 

 あの当時の入会式では写真を撮ってくれて大

きく引き伸ばした写真をくれましたのでいまだ

に若かれし時代の写真が残っています。当時 36

歳ぐらいでした。 

 入会のきっかけは今は亡くなってしまいまし

た、有限会社サカモトの坂本靖男さんの紹介で

した。まだ、独立開業して間もなかったので何

度となく誘われましたがその都度丁重にお断り

していたのですが、あるとき突然「伊藤君、今

度の金曜日に昼飯食べに行かないか？」と誘わ

れ、てっきり坂本さんがお昼をおごってくれる

と考え、「喜んで」と答え、来てみたら入会式で

した。 

 こんな入会経緯でしたので、正直あまり活動

に積極的になれず、出席率の悪い会員でした。

自慢ではありませんが 100％出席は過去 27 年間

で 4・5 回ではなかったかと思います。出席委員

長の時と幹事・副会長・会長と昨年あたりです

か・・・・ 

 むしろ以前は出席率が悪いので、出席委員長

に夜呼び出される中に常連として入っていたと

思います。でも、ロータリーはこの出席率が悪

いからと言ってお説教があるわけでなく、「気楽

に酒飲みなさい」といってお酒を飲ませてくれ

逆に拍子抜けするような感じをうけました。（攻

めないという無言の圧力かも知れません

が・・・・） 

また、最近加入された若い人は基本的に親睦委

員会に所属していると思います。私の時も最初

は親睦委員会に所属しましたが、当時は毎回の

例会の会場設営は全て親睦委員会のメンバーで

やりました。また、皆さんはあまり青のタスキ

を見ることが無いと思いますが、親睦のメンバ

ーは毎回例会の時は青のタスキを掛けて会場設

営後例会開始時間まで入り口に立ってビジッタ

ーをお迎えしたり、席への案内をしました。結

構負担にはなりましたが親睦委員会に入れてい

ただいたおかげで章隆さんや早川君など気楽に

話せる関係が出来ました。 

 幹事を受ける前にロータリーをやめるように

坂本さんからアドバイスをもらっていました

が、結局稲葉さんから飲みに誘われ断れず受け

てしまい後はそのまま会長まで受けてしまった

という流れです。 

 まあ、会長の話が来たときは丁度例の大きな

事故の後でしたのでもうしばらく免除してもら

いたかったのですが、朝比奈さんの押しに負け

て受けてしまいました。 

 こんな感じで今もそして今後しばらくはこの

クラブにお世話になっていくと思いますので引

き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

■ 今週の一言       村松章典君 

今週の一言を述べ

させていただきます。 

最近はあまり出かけ

ていないので、最近あ

ったことですが、先月

25 年ぶりに麻雀を藤

枝の築地地内の雀荘へ行く機会がありました。皆

さんの動きが早くて何とかやったという感じで

した。約 4 時間の間、頭を使ったのは久しぶりで

した。終わってからは目が冴えてしまい寝れませ

んでした。 

 ここ一年の間は静岡県内のゴルフ場 東は御

殿場 西は掛川へ出かけております。 

一人ゴルフの予約サイトを使い、初めて会う方 4

名でラウンドをします。 

 様々な年齢の方といろんなお話をし、練習ラウ

ンドと思い利用をしています。 

予約は前日の 12 時までですので、急に空いた日

にラウンド出来ますので、便利なサイトですので

これからも利用しようと思います。 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

11/13(金) 

第 1388 回 
公共イメージ 小杉苑 

11/20(金)  

第 1389 回 
会員卓話 小杉苑 

11/27(金) 

第 1390 回 
祝賀例会 小杉苑 

12/4(金) 

第 1391 回 
年次総会 理事会 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 


