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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 12月 9日（金）Ｎo 19 

 

例 会 第１４８４回  通常例会/小杉苑 

ソング それでこそロータリー、星の界 ：ソングリーダー 阿井誠君 

■ 副 会 長 挨 拶         渡邊博文君 

皆さんこんにちは。樽井会長が欠席ということ

で、ご挨拶させていただきます。  

来年度、会長をさせていただくにあたり、2620 地

区の研修を受講しています。RLI（ロータリーリ

ーダーシップ研修）という研修です。 

6 つのカリュキラムからなります。「ロータリーの

基礎」「奉仕と財団」「倫理と職業」「リーダーシッ

プ」「クラブコミュニケーション」「会員基盤」と

なっています。 

パート１からパート３と 3日間リモートにて開催

されます。グループ討議が中心となっています。

今、パート２まで終了し あとパート３受講とな

ります。 

ただ今、藤枝南クラブから 10 名が受講していま

す。各クラブから注目されています。しっかりと

勉強して、来年度に備えていきたいと思います。 

また、先日、リモートにて「プレ PETS」を受講

しました。半日研修です。来年度会長・幹事を務

めるにあたりの心構えと地区役員・各クラブの意

見交換会でした。 

そして、3 月には、一泊二日の PETS が開催され

ます。事前準備の大切さを感じています。 

本日は、例会は会員卓話となっています。小山さ

んと内藤さんです。小山さんは、12 月で退会され

ます。最後の卓話です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

■ 出 席 報 告          古川賢吾君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／50 74％ 45／50 90％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○飯田君○池ヶ谷君○伊藤彰君○江﨑君○笠原君 

○川口君○小嶋君○樽井君○中村君○中山君 

○望月君○森竹君○渡辺哲君 

 

(２)メークアップ者  

桑原茂君（藤枝）鈴木健夫君（RLI） 

 

■ スマイル B O X       古川賢吾君 

・誕生日のプレゼントありがとうございました 

 これからも、よろしくお願い致します。 

               山田壽久君 

スマイル累計額  ３９６，０００円 
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■ 会 員 卓 話                

小山明良君 

 会員の皆さん

には誠に申し訳

ないことですが、

本年 12 月 31 日

をもって当クラ

ブを退会させて

いただきます。 

 思い起こせば藤枝南クラブの発足当時、初代会

長の富澤さん、初代幹事の朝比奈君に声を掛けて

いただき、同級生の小林君と共に入会させていた

だきました。 

 青年会議所を卒業して 5年目ぐらいだったと記

憶しています。社会貢献も一人では何もできない

けれどロータリークラブならと思い入会した次

第です。 

 エンジョイロータリーをモットーとし、異業種

交流の場でもあり、年齢の壁を越えた素晴らしい

人の交流の場でもあり、本当に楽しい時間を過ご

させていただきました。その頃ロータリーの目標

として強調されたのは職業奉仕でした。職業を通

じて社会に貢献することが何よりも重要視され

ていました。そのために個々のメンバーがそれぞ

れの業界でのトップの企業を目指し、又はそのよ

うな元気のよい企業のオーナーを入会に誘った

ような記憶があります。 

 私自身も石油業界から保険業界に職業を変え

ましたが、いつもその業界のリーダーでいなけれ

ばならないと思い頑張ったような気がします。 

 静岡県代理店協会の会長をはじめ、頼まれれば

他県への講演会の講師として協力もしました。そ

の中でも一番の思い出は東京海上の本社で社員

教育の為の講師としてお話させていただいた事

です。 

これもロータリークラブの会員としての自負が

あった為だったと思います。 

 ロータリークラブでの思い出は数限りないで

すが、富澤さんを団長として行ったラスベガスで

の思い出は強烈です。飛行機が苦手で海外旅行を

ためらっていた当時、グランドキャニオン周遊で

セスナ機にのり少し怖い思いをさせられても往

復できたこと。その後は怖さもなくなり喜んで先

輩家族と一緒にスペインへ行ったり、友達とドイ

ツ、スイス、フランスに行ったりと飛行機での旅

行も楽しんでいます。 

 ロータリーでの家族旅行も楽しい思い出が一

杯ありますが、妻と一緒にいった最後の旅行はサ

ミットが行われた伊勢の賢島への旅でした。若い

メンバーの心地よいおもてなしに感激し、楽しく

過ごしたことを今でも忘れません。 

 退会する気持ちになったのは、年齢とともに目

や耳が悪くなった事もありますが、昨年 7月から

実務から離れたため、職業奉仕がロータリーの真

髄であると考える自分にとって留まるべきでは

ないと考えたからです。大勢の人から遺留の言葉

をいただきましたが、地区大会で 30 年間無欠席

の表彰を受けたのを誇りとして静かに去りたい

と思います。本当に長い間お世話になりました。 

ありがとうございました。 

 最後に藤枝南クラブの益々の発展を祈念し、あ

いさつに代えさせていただきます。 

 

 

内藤浩光君 

静岡の地区大会

で感じたこと 

パストリーダー

達に対する敬意

を表する儀礼が

心地良かった。 

毎年、膨大な数の

リーダーを 2 年

間かけて、ノブレスオブリージュの意義を植え付

け、一年間の、責任あるポストに着任させる。 

そして、日本中🇯🇵の津々浦々に、真のリーダーシ

ップに覚醒した、和魂洋才のエージェントを配布

して、誰もが不幸とは無縁の社会の到来を期す 

素敵な集まりですね！ 

『今の征夷大将軍尊氏は、仁徳兼ね給へる上に、

尚大なる徳あるなり 

第一に 

御心強にして 合戦のあいだ 身命を捨て給う

べきに及ぶ御事 度々に及ぶと雖も 笑みを含

みて怖畏の色無し 

第二に 

慈悲天性にして 人を憎む事を知り給わず 

多く怨敵を寬宥あること一子の如し 

第三に 

御心広大にして、物惜しみの気無し 

梅松論』 
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■ 今週の一言         桑原茂君 

私の好物で

すが、食べ物

で考えてみ

ました。以前

江﨑さんが

子供の時に

お父様が作

ってくれた

プリンが好

きだと言っておりましたが、私はおふくろが作っ

てくれたカレーです。ハウスバーモントカレーの

甘口が大好きです。 

子供のころは、おやじとおふくろが朝から晩まで

働いていたので、私が休みの時はお昼と夜の晩御

飯によくおふくろが愛情をこめて作ってくれた

であろうバーモントカレーの甘口を食べていま

した。じゃがいもと人参と玉ねぎと豚のこま切れ

で作ったふつうのカレーでした。でもそれがなぜ

かすごくおいしかったのですよね・・ 

よく言う・・死ぬ前の最後の晩餐・・・ 

もしかしたら、私は、先に天国へ逝ってしまった

おふくろがたくさんの愛情を込めて作ってくれ

たであろう何の変哲もないバーモントカレーの

甘口をもう一度のおなか一杯に食べてみたいっ

て思うかもしれません・・ 

以上自称マザコン男の一言です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

12/16(金) 

第 1485回 
外部卓話 小杉苑 

12/23(金)  

第 1486 回 
夜間例会 小杉苑 

1/6(金) 

第 1487回 
早朝例会  

1/11（水) 

第 1488回 
新年賀詞交換会 小杉苑 

準備数 48 39

提供数 47 39

食事残 1 0

達成率 97.9% 100%

12月2日 12月9日

パーフェクト例会 

欠席者は事前連絡をお願いします 

７月 ８月 ９月 10月 11月

累計 累計 累計 累計 累計

準備数 201 81 171 130 132 715

提供数 198 77 169 129 130 703

食事残 3 4 2 1 2 12

達成率 98.5% 95.1% 98.8% 99.2% 98.5% 98.3%

パーフェクト例会数☆☆☆☆☆☆☆☆

7～11月

累計

例

会

時

食

事

月


