
第 3034 回例会          令和４年１０月６日 

≪司会≫ 杉山輝光 君 

≪合唱≫ 君が代 ／ 奉仕の理想 

≪ソングリーダー≫ 神野一成君 

≪ゲスト≫  ガバナー補佐事務局⾧ 佐藤昇様 

≪ビジター≫ なし 

≪本日のお祝い≫ 

・お誕生日 

９月２６日  古橋 剛俊君 

１０月 ２日  由利 和士君 

１０月 ５日  川口 尚宜君 

１０月 ６日  宮城 展代君 

１０月 ９日  藤田 尚徳君 

・結婚記念日 

１０月 ６日  妹背 俊紀君 

１０月１１日  大村 幸代君 

 １０月１２日  宮城 展代君 

 

≪会⾧挨拶要旨≫ 山下勝央 会⾧ 

 静岡東ロータリークラブは 1959 年 10 月 14 日松坂屋さん

で設立総会が開催されました。本日は我々東ロータリの誕

生日ということで、後ほどお祝いの乾杯を行います。ビー

ルをご提供いただいた佐光さんありがとうございました。 

先ずもって、先日の新潟東ロータリークラブとの 10 周年

記念交流事業では、会員の皆様のご協力を賜り、大事なく

成功裡に終える事が出来ました事、心より感謝申し上げま

す。ありがとうございました。新潟東ロータリーの大宮会

⾧からお礼のメールをいただきましたので紹介します。 

「先日は、大変お世話になりました。まずは、挨拶にも

触れましたが、一日も早い水害からの復旧を祈念しており

ます。その様なときに、交流記念夜間例会に大勢で出席さ

せていただき恐縮です。交流会ではマグロの解体ショーを

始め静岡名産の海の幸、珍しい日本酒、お茶割の焼酎

等々、とても堪能させていただきました。また、漆塗りの

名刺ホルダーと藍染のロータリーマークの記念品をいただ

きました、心より感謝申し上げます。私は 2 日目観光組で

したが、貸し切りバスにガイドさんが付き、静岡観光を歴

史から最新の施設まで堪能させていただきました。中嶋

様、由利様と当クラブの北村、本間との 10 年の交流の賜物

だと再認識させていただきました。これからも、20 周年 30

周年と末永く交流が続くことを祈念しております。次年度

は、ぜひ大勢の方々で新潟にお越しくださいませ、お待ち

しております。簡単ではございますが感謝の気持ちを書か

せていただきました」 

 大宮会⾧とは、懇親会、二次会と、隣に座らせて頂き、

お互いのロータリーの情報交換を行う事ができ、たいへん

勉強になりました。 

特に会員増強活動が上手く出来ているとの事で、現在の

会員数は、62 名で更に会員数は純増していく見通しがある

との事です。新潟東クラブの元気が良いのは、会員増強が

上手に出来ているからです、と大宮会⾧はおっしゃってい

ました。 

会員増強に役立つ、具体的な手法をご教授頂きましたの

で、会員増強の⾧田委員⾧と相談しながら取り組んでみた

いと考えております。 

 

 



≪創立記念例会 乾杯挨拶≫ 古橋剛俊 君 

私が入会したのは３９年前です。そ

の時期は４０歳前後の会員が８～１０

人いて、全部で８４人というメンバー

でした。３０年前、稲盛さんが会⾧の

とき、肥田さんが幹事、私が副幹事を

やりました。人数が多いので年度末に

なって稲森会⾧から年度越しのお金が

1,000 万円以上になってしまうが、ロータリーは奉仕が目的

の団体で営利目的の団体ではないということで、清水の料

亭で皆で宴会をやりました。私の中ではすごい豪快な方だ

ったのが一番印象に残っています。その後段々会員が減っ

てきて、一時は半分近くまで行ったが、この数年でまた会

員が増えてきたので少し安堵しています。会⾧の挨拶にも

あったように会員をもっと増やして元気のある東ロータリ

ーになるように祈念して乾杯したいと思います。 

 

≪創立記念例会 ガバナー補佐訪問≫ 

 ガバナー補佐事務局⾧ 佐藤昇様 

ガバナー補佐の杉浦からの伝言を

伝えさせていただきます。 

ジェニファーＲＩ会⾧テーマ「Ｉ

ＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」とは、

「世界にもたらす変化を想像して大

きな夢を描き、その実現のためのロ

ータリーの力と繋がりを活かそう」といくこと。 

世界にもたらす変化とは、ロータリーが取り組む 7 つの

重点分野における活動の成果、①平和の推進、➁疾病との

闘い、➂水と衛生、④母子の健康、⑤教育の支援、⑥地域

経済の発展、⑦環境の保護 

ロータリーの力とは、 

・ロータリアン一人一人が持っているもの 

・熱意、情熱、経験､ノウハウ、技術、相手を思う心、資金 

・ロータリアン同士のネットワーク、繋がり」 

主要優先事項、ＤＥＩの取り組みとは、 

Diversity（多様性） 

・女性会員を増やすこと 

・従来からの職業分類と違った分野の会員を迎えること 

（例えば、農業・漁業の一次産業者） 

Equity（公平さ） 

・すべてのものを同じように扱うこと 

・判断や処理がある方向に偏らないこと 

・平等との違い 

Inclusion（インクルージョン） 

・所属している人の全てを組織が包み込むように受け入

れること 

・入会後の年数ではなく、その人にあった役割を担って

もらうこと（能力、特性等） 

あとは会員の負担金がそれぞれあります。 

これを受けた浅原ガバナー地区運営方針は、「絆を深め

て、ロータリー活動を再開しよう」ということで 4 つの項

目を挙げています。 

１ アフターコロナが確実視される 2022-2023 年度は、クラ 

ブはその独自の活動を復活させ、奉仕活動に注力しよう 

２ 奉仕活動こそ会員増強の根源 

３ 公共イメージ向上は、地域に根差したクラブ活動によっ 

てもたらされ、ロータリーブランドの強化へとつながる 

４ 活動を復活させたクラブの支援 

グループごとの合同奉仕事業として、静岡第 3 グループ

は 9 月 11 日に「環境保護事業」三保松原海岸の清掃を実施

しました。静岡第 2 グループ、第 4 グループも同一テー

マ、同一日時でそれぞれ海岸での清掃活動を実施しまし

た。総勢 250 名が参加し、マスコミにも取材されました。

皆様のご協力に感謝します。 

地区目標は 15 項目ありますが、それぞれ各クラブの今年

度の活動について達成できることを期待しています。 

 

≪ガバナー方針伝達 クラブ協議会≫ 

 ガバナー補佐事務局⾧ 佐藤昇様 

ガバナー補佐の杉浦が予めクラブ計画運営書を読み、そ

れに対するコメントを預かってきたのでお話しします。 

１．奉仕プロジェクト委員会 

 ・職場奉仕グループ：職場奉仕はロータリーの基本との

方針を基により良い職場奉仕活動を目指して下さい。 

 ・社会奉仕グループ：地域環境保全活動、高齢者・障碍

者支援活動、ボランティア活動等、今後も継続しての



活動をお願いします。 

 ・国際奉仕グループ：国際奉仕月間に外部講師を招いて

の卓話企画をされたりしており、ウイズコロナ時代で

もできる活動を進めて行って下さい。 

 ・青少年奉仕グループ：青少年活動指導者や教育関連

方々の卓話を活かした活動を進めて行って下さい。 

２．会員増強委員会 

 ・会員増強グループ：作成された勧誘パンフレットをも

とに５名の増強を目指して下さい 

 ・会員選考グループ：会員増強グループと連携を密にし

て、より良い会員の増強をお願いします。 

 ・職業分類グループ：会員増強、会員選考グループと協

力して、多様な職業の方々の入会を目指して下さい。 

３．クラブ広報委員会 

 ・広報・雑誌グループ：「ロータリーの友」を上手に活用 

 して下さい。奉仕活動等の広報を通じてロータリーの

良さを広めて下さい。 

 ・クラブ会報グループ：入会５年以内の会員で当番表を

もとに会報作成しているとの事、新人教育にとても有

効と思います。又、作成方法の定型・簡素化やメール

配信を原則としているとの事、今後とも会報作成を進

化させて行って下さい。 

 ・ロータリー情報グループ：新会員に対するフォロー宜

しくお願い致します。 

 ・公共イメージ向上グループ：IT を活用した情報発信を 

  引き続きお願いします。 

４．クラブ管理運営委員会 

 ・クラブ奉仕グループ：会⾧方針に基づいた、各委員会

事業活動のサポートをお願い致します。 

 ・出席グループ：例会出席はロータリー活動の基本だと

思います。是非、年間平均 90%以上の出席率を目指し

て下さい。 

 ・親睦活動グループ：納涼例会、期末家族例会等を通じ

て大いに親睦を深めて下さい。ゴルフ会などの同好会

の支援もお願いします。 

 ・スマイルグループ＝年間 90 万円の目標が達成できる

程、会員の皆様にとって良きことがありますようお祈

り致します。 

 ・プログラムグループ：来賓卓話、会員卓話等幅広いジ

ャンルの卓話を取り入れて下さい。 

 ・ソンググループ：全会員が順番で一言付きのソングリ

ーダーを務める取り組みは、ぜひ継続して下さい。 

 ・SAA グループ：定期的な席替えは会員間の交流を促し 

  親睦につながると思いますので今後も継続して下さい 

５．ロータリー財団・米山委員会 

 ・ロータリー財団グループ：是非、地区補助金、グロー

バル補助金を活用して下さい。 

 ・米山グループ＝米山奨学生の世話クラブカウンセラー

もお願いできればありがたく思います。 

≪所感≫ 

 創立記念例会という節目の例会にあたり、これまで多く

の先人の方たちが繋いできた静岡東ロータリーの活動を継

承していくためにも、まずは例会への出席を積み重ね、多

くのメンバーの方々と交流を深めていきたいと改めて感じ

ました。 

 

≪スマイル報告≫ 

栗田 英行君（結婚記念日の御礼） 

大村 幸代君（結婚記念日の御礼） 

稲森 敦子君（結婚記念日の御礼） 

川口 尚宜君（誕生日の御礼） 

古橋 剛俊君（誕生日の御礼） 

山下 勝央君 新潟東ロータリークラブとの１０周年記念 

交流事業が皆様の協力の元、大事なく終えることができ 

たことに感謝してスマイル 

森田 健司君 新潟東ロータリークラブとの交流会を準備 

していただいた皆様に感謝してスマイル 

佐野 哲一君「杉山さん、宮崎さんお疲れさまでした。晴  

天に恵まれましたのもお二人の心掛けが普段に無くおよ 

ろしかったからでしょう。引率いただいた久能山の売店 

では大村さんの一声で弊社八の字が注目され皆さんにご 

購入頂きました。その売上利益はこの金額に足りないの 

ですがお礼のスマイルを致します」 

≪出席報告≫ 

 ９月度出席率 ８５．２２％ 

（会報作成 畑田 整吾） 


