国際ロータリー第 2620 地区

例

会

第１４５７回

藤枝南ロータリークラブ会報

通常例会/小杉苑

ソング：四つのテスト、この広い野原いっぱい

■ 会 長 挨 拶

2022 年 5 月 20 日（金）Ｎo.38

竹田敏和君

ソングリーダー：佐野博己君
ことになりますのでよろしくお願いいたします。
そして来週は、会員旅行となりますので通常の例
会はございません。5 月 27 日、小杉宛さんの受付
に出席名簿を用意しておきますので、出席を取ら
れる方はよろしくお願いいたします。2 年越しの
旅行を楽しんで参りましょう。

■ 出 席 報 告

村松章典君

本日のホームクラブ
出席者
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本日の例会は、静岡ロータリクラブに所属され
2013₋14 年度、2020₋21 年度ガバナーを歴任され、
現在はパストガバナーとして多くの役をされて
います、志田洪顯様をお招きしての例会となりま
す。志田様、明日から地区大会というお忙しい中、
おいでくださいまして誠にありがとうございま
す。4 月 4 日に志田様に、ご挨拶させていただく
ため、中山委員長と静岡クラブの例会に出席させ
ていただきました。当日の例会は、次年度、淺原
ガバナーのもと地区を担当されるための準備の
例会でした。地区出向者や事業説明が話されまし
た。例会終了後に、坂上様同席のもとロビーにて
ご挨拶させていただきました。本日の例会にゲス
トスピカーとして卓話をお願いしたところ、快く
お引き受けくださり誠にありがとうございます。
私共が普段知らない地区のことや、RI のことなど
どんなお話をいただけるのかワクワクしており
ます。志田様この後よろしくお願いいたします。
明日の 5 月 21 日、22 日には本年度の地区大会が
山梨で開催されます。私と、望月幹事は明日の土
曜日から参加させていただきます。その他の参加
者は、22 日にマイクロバスで山梨に来ていただく
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前回の補正出席者
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92％

(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○漆畑君○江﨑君○大村君
○川口君○杉浦君○中村君○渕脇君○山田君

(１)メークアップ者
笠原大輔君（地区）加藤智之君（榛南）
山田壽久君（静岡）渡邊博文君（静岡）
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パーフェクト例会数：

欠席連絡は、前日までにお願いします

■ スマイル B O X

村松章典君

・結婚記念日のお祝いありがとうございます。
小山明良君
・誕生日のお祝いありがとうございます。
寅年４８才、頑張ります。

古川賢吾君
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・プレゼントありがとうございます。幸せは忘
れた頃にやってくる！うれしいです。
加藤智之君

スマイル累計額

６４４，０００円

■ 外 部 卓 話

国際ロータリークラブ第２６２０地区
2013～2014、2020～2021 年度ガバナー
志田洪顯様
１.前置。地区 RID2620 の現状や国際ロータリー
の動きの情報をお伝えしたいと思い、バッジをた
くさん付けて参りました。４月の藤枝 RC５０周
年のお祝いの会で富澤さんや小林正敏氏とお会
いできてとてもうれしかったです。
2. 最初に 2620 地区の動向の話しです。次年度
淺原 GE 年度には地区事務所の改革に取り組む
つもりだそうです。この目標はガバナー輩出で
散々苦労している静岡 RC の経験からの発想で
す。静岡、浜松、清水、沼津、甲府などの限られ
たクラブからでなく、どこのクラブからでもやる
気のあるクラブからガバナーを選出できる体制
を作りたいということです。それには事務局の整
備、事務員の固定化と事務機器の固定化が必要で
した。地区事務所がガバナーの地元を毎年転々と
移動する地区は全国でも数少ないです。G 事務に
精通したベテラン事務員を確保できるクラブし
かこの事務局を構築できませんでした。そして地
区の運営費用の透明化と会計処理の標準化、低減
が必要です。G 事務所と GE 事務所、更に GN
事務所までが同時期に別々に組織されていた今
までは、資金準備できるかがまず G 推薦クラブ
の重要検討項目でした。今までも努力を続けてい
たところですがいよいよ準備が整ったと賛成が
得られ淺原年度からスタートします。3 年間のめ

どで完成させたいと先週の甲府での地区諮問委
員会で決定しました。静岡江川町の安藤・間ビル
を静岡山梨の地区事務所として常設統一し、地
区内クラブの支援機能を充実させます。
3. 次に次次年度中村 GN は地区委員のロータリ
アン公募を始めました。是非このクラブからも進
んで送り出していただきたいと思います。公共イ
メージ、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、R 財
団、R プログラム、米山奨学会、RLI、RA など
の委員会委員の募集です。但し RLI を卒業した
方または卒業する予定の方でお願いします。つま
りロータリーの勉強をする意欲のある方と言う
ことです。
4. 最近 3 年間ほど RLI と言う言葉を耳にさ
れると思います。10 年前に私と高野、野口は京都
の地区大会に参加した折に開催されていた RLI
を覗き見して驚きました。こんな動きがある、い
や実施されている、いつもの上から目線のセミナ
ーとは全く違うことに驚きました。それから 5
年ほど経った松村 G の時にこの地区での導入が
決定され、星野年度から開始されました。ところ
が次の安間年度にはコロナです。挫折を予感しま
したがなんと中村皇積という地区幹事を中心と
しての皆様の Zoom 活用の努力で、今ではこの
地区は全国のリーダーに成ってきました。是非藤
枝南の皆様も必ず参加してください
5. 規定審議会をご存知でしょうか。シカゴで開催
されるロータリーの国会です。私は地区代表議員
として今年の 4 月に参加しました。4 月 10 日
から 15 日まで、夜 11 時から翌朝 7 時まで、シ
カゴとの 14 時間の時差を本気で味わいました。
日本時間の夜じゅう会議で、昼間中寝て暮らす、
まったく日の目を見ない 1 週間は異常です。
でも費用の節約は莫大です。RI も助かりました
が 2620 地区も私への支払がなくなり助かりま
した。時差ボケ解消に 3 日間かかりました
6. 日本の制定案提案はほとんど否決されてしま
いました。94 議案のうち最多の日本は多分 7/26
の成績です。前回 2019 年よりは少し進歩したか
もしれません。RI 理事会提案は 11/13 でした。
残念ですが日本提案は世界のロータリアンの危
機意識から取り残されている印象を受けました。
この柔軟化の世界の流れは 2016 年に始まり当
面食い止めることはできません。新しい歩をしな
い限りロータリーは単なる社交クラブに成り下
がるという危機感からです。10 年進めて必ず振
返ってみよう、そこを検証して次の歩みを見極め
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ようという機運が世界の潮流です。シリコンバレ
ー的改革の米国経済とガラパゴス化した日本の
30 年との差異を感じるのは私だけでしょうか
7. 最後にお願いがあります。是非藤枝南 RC か
らガバナーを輩出してください。機運は整ってき
ました。2022 年から静岡淺原、23 年から浜松ハ
ーモニー中村、24 年は甲府西小泉氏、25 年静岡
県東部伊豆方面？26 年静岡中部、27 年山梨とい
うローテーションが決まっています。その後はガ
バナーの名称やゾーン日本地区の枠組みさえも
どうなるかわかりません。クラブの活性化がもた
らされます。苦労も多いけれど達成されることも
大きいです。特に人が育ちます。今日ビジターで
参加しています静岡 RC の坂上さんなど、まっ
たく静岡 RC のガバナー問題のトラブルで成長
しているともいえるのではないでしょうか。勿論
会社の教育が基本であることは認めますけど。先
ほど申した通り地区事務所がクラブ支援機能を
格段に充実させますから未経験のクラブでも十
分にこなせます。どなたが適任かは私にはわかり
ません。小林正敏は私の同級生でして仲間の面倒
見の良さで同期の信頼を買っています。でも残念
ながら私と同じ年ですから 4 年後には 80 いく
つかですから心配でお医者の保証が必要ですか
ら押せません。指名はパストガバナー全員の委員
会でなされるでしょう。そして総会大会で承認さ
れ地区の代表として動き出します。これがもう来
年のことです。クラブの応援が必要です。どうぞ
皆様のご協力をお願いします。
8. 長々駄弁を続けまして誠に申し訳ございませ
ん。藤枝南 RC の活躍を祈念してお話を終わり
にします。お聞きいただき感謝申し上げます

例会日

クラブ行事

摘要

5/28(土)
第 1458 回

会員旅行

出雲

6/3(金)
第 1459 回

地区大会報告

理事会

6/10(金)
第 1460 回

旅行報告

小杉苑

6/17(金)
第 1461 回

最終夜間例会

小杉苑

■ 今週の一言

小林正敏君

中学時代の友
人 志田洪顯君
を推します。
２６２０地区
のガバナーを 1
年半務め、規定
審議会の代表委
員と素晴らしい
実績を積み重ねています。あと残るは RI の会長
しかないでしょう。
様々な考えがあると思いますがここ数年来ロ
ータリークラブの本来的な良さがなくなってき
ています。出席率、メークアップ規定そして職業
分類等々。
高齢化が進んで守旧派構成する仲間として是
非ともロータリークラブの持ち合わせている良
さを残してもらいたいものと思う一人です。
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