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国際ロータリー第 2620地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2022年 9月 9日（金）Ｎo 9 

 

例 会 第１４７２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 村松章典君 

■ 会 長 挨 拶           樽󠄀井勉君 

みなさん、こんにちは。 

本日は、第４グループの鈴木義弘ガバナー補佐、

植田進事務局長のお二人をお招きしての例会で

す。明後日１１日は、第４グループ合同社会奉仕

活動の静波海岸清掃です。 

 この清掃は、第２、３、４グループが、同日同

時刻に、沼津から磐田までの海岸線を清掃すると

いう大奉仕プロジェクトです。ロータリークラブ

のイメージ向上に大いに貢献すると思われます。

地区公共イメージ若林委員長の大きな仕事です。 

 この奉仕プロジェクト会議で、ガバナー補佐と

は、３月２１日のＰＥＴＳを皮きりに、４月地区

協議会、５月第１回会長幹事会、７月第２回会長

幹事会と本日を入れて５回お会いしています。一

度お酒を酌み交わせば、人柄がわかります。 

５月、７月は、宴席がありました。特に７月は、

宴席でバリトンとしての歌も披露されて大変盛

り上がりました。とても、クラッシスタイルのロ

ータリークラブ が好きな、ポリシーを持ったロ

ータリアンでした。 

 海岸線を持たないクラブは、全９クラブの内、

島田、藤枝、藤枝南の３クラブです。社会奉仕は

「地域で貢献」がポリシーの当クラブは、河川清

掃との意見でした。鈴木ガバナー補佐が「これは”

社会奉仕活動”と言っているが”親睦活動”なん

です。第４グループみんなで汗を流して、親睦活

動をしましょうよ。」と、丁寧に語ってくれました。

腑に落ちた私は、快諾をしました。このような経

緯で、合同奉仕プロジェクトが決まりました。 

 ９月３０日藤枝開催の会長幹事会が楽しみで

す。「初亀」を持参してお待ちしております。 

鈴木ガバナー補佐の人柄をお話しして、挨拶とさ

せていただきます。 

 

■ 出 席 報 告           小嶋英公君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／49 83.67％ 45／49 91.83％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君○伊藤彰君○植田君○川口君○桑原君 

○中山君○渡邊博君 

中村君 

(２)メークアップ者  

内山淑夫君（奉仕） 中山恵喜君（静岡） 

■ ビ ジ タ ー            

国際ロータリー第２６２０地区 第４グループ 

 鈴木義弘ガバナー補佐 

国際ロータリー第２６２０地区 第４グループ 

       植田進ガバナー補佐事務局長 
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■ スマイル B O X        小嶋英公君 

・皆出席のプレゼントありがとうございました 

                渕脇一啓君 

・100％出席記念品ありがとうございました 

                松浦正秋君 

・結婚記念日プレゼント有難う  朝比奈絜君 

・100％出席ありがとうございました 

 今年もがんばります。     鈴木健夫君 

・皆出席プレゼントありがとうございます 

                村松章典君 

・蜂蜜頂きました        髙杉光洋君 

・皆出席のプレゼントありがとうございました 

 これからもがんばります    古川賢吾君 

・結婚祝並びに皆出席記念ありがとうございま 

した             早川清人君 

・皆出席のプレゼントありがとうございます 

                望月誠君 

・皆出席プレゼントありがとうございます 

 あま～いハチミツ毎日飲んでます 

                鈴木寿幸君 

・結婚記念日と 100％出席プレゼントありがとう 

ございました。永く結婚生活を続けます。 

                佐野博己君 

・皆出席プレゼントありがとうございます 

 秋山養蜂のはちみつ 9月にいただき 9.11を思 

い出します。         鈴木照竟君 

・全出席記念品ありがとうございました 

                江﨑直利君 

・100％出席のお祝いありがとうございました 

                山田壽久君 

・100％出席のお祝いありがとうございました 

                小林正敏君 

スマイル累計額 ２３４，０００円 

 

 

 

■ ガバナー補佐訪問                      

国際ロータリー第２６２０地区 第４グループ 

     鈴木義弘ガバナー補佐 

本年度 RI2620 地区第 4 グループのガバナー補

佐を務めさせていただく榛南 RC の鈴木義弘と申

します。本日は補佐としての役目でもありますが

皆様にお会いするのを楽しみに伺いました。補佐

をお引き受けする際、内心は“面倒な仕事だな”

と思っておりましたが、今ではそれが楽しみに変

わりつつあります。訪問前にどんなクラブだろ

う？どんな挨拶をしようか？と想像をめぐらし

ながらクラブ計画書を拝見いたします。そして本

日のように訪問し、皆様にお会いし、例会の空気

を感じ取ります。その一連の作業がとても楽しく、

またこの様な機会を得て新たな友を作る喜びも

あります。今日を皮切りに 4 回お邪魔させていた

だきます。ガバナー補佐だからといって上に置か

ず、新たな仲間ができたという感じでお付き合い

下さい。 

さて、ガバナー補佐の役目は RI 会長と地区ガ

バナーのメッセージと地区の方針を伝達するこ

とです。が、既にクラブ計画書もお読みになられ

ていると思いますし、樽井会長からもお聞き及び

のことと思いますので要点と重点のみ簡単にお

話させていただき、与えられた余り時間は私の

RC 感をお話させていただこうと思います。 

RI 初の女性会長、ジェニファー・ジョーンズさ

んは IMAGIN ROTARY という抽象的なメッセー

ジを投げかけています。計画書の掲載された書簡

は彼女の経験した幾つかのストーリーが描かれ、

それを通してロータリアン個人の行動がクラブ

や地域、そして国際的なネットワークを通じて世

界中に影響をもたらしていることをイメージし

て下さい。そしてそれが時代の変化に対応してロ

ータリー自身も変化することによって更に大き

な力になることにも思いを馳せて下さいと言っ

ています。D（多様性）・E（公平性）・I（包容力）
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こそがこれからのロータリーのブランド価値を

高めより多くの賛同者を得ることに繋がり明日

の活力の源になると問いかけ、ロータリアン一人

ひとりがその事をイメージしながら自分に与え

られた人生の時間を使って欲しいと言っていま

す。 

浅原ガバナーはそれを受けて「絆を深めロータ

リー活動を再開しよう」をスローガンに掲げまし

た。２年以上にわたるコロナ禍によって制約を受

けたロータリー活動を今こそ再開し、親睦による

絆を深めようと問いかけています。財団寄付など

地区としての様々な目標値がありますが最も重

点を置いているのが会員の維持増強です。そこに

は先に述べた DEI、多様性と公平性と包容力が求

められています。今までの職業分類に囚われない

多様な人材、特に女性会員の勧誘への注力を期待

しています。奉仕活動の再開と絆増進については

グループ内の複数クラブでの合同奉仕作業の実

現に挑戦してほしいと希望されています。当静岡

第４グループでは第２、第３グループとも共同で

海岸の環境保全事業として沼津から磐田までの

海岸線の４箇所で９月１１日に海岸清掃を行う

ことになりました。３グループ３２クラブが場所

は違えども同時に同じ奉仕を行うことになりま

す。第４グループは全９クラブが相良海岸に結集

して共同作業する事になりました。環境保護とい

う目的ではありますが、ともに汗をかくことによ

ってクラブの枠を超えた友情の輪を広げて頂く

機会になれば幸いです。その際には大勢の皆様の

ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

■ 今週の一言         稲葉俊英君 

相変わらず

サッカー大好

きな稲葉です。 

この夏、サッカ

ーでうれしい

ことが２つあ

りました。 

 1 つ目は孫が

ＰＫ大会に出たことです。人数合わせにばれたよ

うです。コロコロのシュートでしたが、何とかゴ

ールの中に転がり、孫にとっては公式戦初ゴール

となりました。 

 二つ目は私の次男です。15日の盆経をパスして、

山形県で行われた全中のサッカー大会にアスレ

ティックトレーナーとして開誠館中学に帯同し

て出かけてしまいました。結果は 53 回の歴史で

初めてという静学との静岡県対決を制して優勝

できました。開誠館にお世話になって少しはお役

に立てたかなと思っています。 

 11月にはワールドカップがあります。やっぱり

サッカーはいいですね。 

実は好物はお酒ですと何人かの人たちのように

言いたかったのですが、病気をしてから 11 年も

飲んでいないので少し憚られました。酒席は大好

きですし、そこでの会話は得ることがたくさんあ

ると思っていますので、今後ともよろしくお願い

します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

9/16(金) 

第 1473 回 
会員卓話 小杉苑 

9/30(金)  

第 1474回 
会員卓話 小杉苑 

10/7(金) 

第 1475回 
ガバナー訪問 小杉苑 

10/14（金) 

第 1476 回 
会員卓話 小杉苑 
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第 2620 地区 静岡第 4 グループ合同奉仕作業が

9 月 11 日（日）に牧之原市須々木海岸にて行わ

れました。当日は快晴に恵まれ、第 4 グループ

のロータリーメンバー200 名に加え協力団体より

100 名の計 300 名で海岸清掃を行いました。藤

枝南ロータリークラブからは 14 名のメンバーが

参加し海洋生物に悪影響を与えるといわれるプ

ラスチックごみなどの回収をしました。参加さ

れた皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

９月１１日（日）合同奉仕作業 


