
第３０46 回例会 
令和 5 年 1 ⽉ 12 ⽇ 
≪司会≫ 杉⼭ 輝光 君 
≪合唱≫ 「我等の⽣業」 
≪ソングリーダー≫ ⼭川 雅久君 
≪ゲスト≫ なし 
≪ビジター≫ なし 
 
≪本⽇のお祝い≫ 
・お誕⽣⽇：1 ⽉ 12 ⽇ ⾕⼝智康君 
・結婚記念⽇：該当者なし 
 
≪会⻑挨拶要旨≫ ⼭下 勝央会⻑ 
本⽇は第 3046 回例会となります。本⽇もよろしくお願い申

し上げます。本⽇の会⻑挨拶は、前回の挨拶の続きをお話し
させて頂きたいと思います。 
 
今から約 10 年前の 2014 年 2 ⽉、⼯事は無事完成したにも

関わらず、⼯事代⾦ 3 億円をお客様から⽀払ってもらえず、
「倒産」の⽂字が頭の中をグルグル駆け回り、夢遊病者の状
態で辿り着いたのが静岡東ロータリークラブを卒業なされ
た、⾜⽻祐治さんのお嬢様であり、静岡⻘年会議所の先輩で
ある⾜⽻由美⼦先⽣のところでした。⽬の前で電話をしてく
れた先が、伊藤洋⼀郎会員の所だった、というのは前回まで
のお話しでした。 
 
伊藤会員は「それでは直ぐに事務所に来れる？」と⾔って

下さったので、その⾜で事務所にお邪魔をしました。伊藤会
員の前に座り今回の 3 億円未⼊⾦事件の経緯を、ダムが決壊
した様に⼀気に話をした事を今でも鮮明に覚えています。 
⼀頻り経緯の説明がひと段落した瞬間、伊藤会員がズバっと
「ところで⼭下君はどうしたいの？」と質問してくれまし

た。「え・・伊藤先⽣にお願いして裁判をして⼯事代⾦ 3 億
円を回収したいです」と答えました。すると伊藤会員が   
ノートを取り出し、サラサラっと書いてくれました。 
 
悲観もせず、楽観もせず、ただ正⾯のみを⾒る。 
⽬の前の事のみに対決する。  伊藤洋⼀郎 
 
そのノートを⾒ながら「裁判をやる事は構わないけど、まだ
⼭下君は社⻑として何もやっていないじゃないか。⼯事はし
っかり終えたんだから、正々堂々と⼯事代⾦を貰えるよう
に、正⾯からぶつかっていかなきゃダメだと思う。⼯事を頑
張ってくれた社員のためにも。実際に裁判になったら、いつ
お⾦が⼊ってくるかもわからないし、3 億円満額で貰えるか
もわからないでしょ。」この伊藤会員のアドバイスのお陰で
ハートに⽕が点き、勇気を奮い⽴たせることが出来、正⾯か
らぶつかっていった結果、交渉の末翌⽉にはしっかりと回収
が出来ました。今⽇もこうやって会⻑挨拶が出来ているの
も、あの⽇、あの時の伊藤会員のアドバイスのおかげであり
ます。本当にありがとうございました。という事で、静岡東
ロータリークラブには⼀⽣お付き合いしたいと思う素敵な
⽅々が⼀杯います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



≪委員⻑・リーダー 上半期業績、下半期計画発表 ≫  
● 奉仕プロジェクト 委員⻑：⼭川 雅久君 

 
今年度は、コロナ対策で休⽌を余儀なくされていたロータリ
ー奉仕活動の再開を⽬指し、４つのグループ（職業、社会、国
際、⻘少年）の各リーダー・委員と連携し半年間活動してき
た。上半期は、静岡３グループ合同の⼤規模奉仕活動「三保の
松原清掃活動（9⽉ 11 ⽇（⽇））」の再開が実現、当グループ
からも多数参加。また、10 ⽉には⼆年ぶりに「職場社会⾒学
会」も実施。下半期も引き続き、3 ⽉ 25 ⽇（⼟）の「浅畑川
清掃活動」などの奉仕活動を予定している。また、国際奉仕、
⻘少年奉仕への会員意識を向上させる卓話も計画している。 
 
◯ 職業奉仕リーダー：⻘島 隆晴君（代理 ⼭川雅久君） 
コロナ影響で⼆年ぶりとなる職場⾒学会を 10 ⽉ 27⽇（⽊）
に実施し、19 名が参加。浜松「花の舞酒造」の蔵⾒学では、
地酒の製法・歴史・⽂化に触れ、航空⾃衛隊浜松広報館「エア
パーク」視察では、航空⾃衛隊の歴史・取組みを知る良い機会
となった。ビール・飲料・おつまみセットをご提供いただい
た、キリンビール佐光会員に感謝。 
 
◯ 社会奉仕リーダー：薮崎 忍君 
今期初の静岡エリアRCの合同事業として、9⽉ 11 ⽇（⽇）
に三保の松原清掃活動を実施。各RCは会員の 20%の参加が
義務とされましたが、当クラブでは約 20名が参加しています。
下半期では、3 ⽉ 25 ⽇（⼟）の「浅畑川清掃活動」がありま
す。毎年お願いしていますが、今年も由利会員の会社様に回
収等のご協⼒をお願いいたします。 

 
４⽉には南部特別⽀援学校への訪問を予定していますが、こ
の状況下で、どのような形で実施できるか確認いたします。 
 
◯ 国際奉仕リーダー：杉⽥ ⾄弘君 

 
残念ながらコロナ禍発⽣以降、実施が難しい状況が続いてお
いる。このような状況のなか、国際奉仕活動をどう継続すべ
きか、皆様のお知恵を借りて考えていきたい。来⽉ 2 ⽉が国
際奉仕⽉間。2 ⽉9⽇ (⽊)には、クラブフォーラム国際奉仕
来賓卓話として、フレンドシップフォース静岡代表 鈴⽊靖⼦
様の卓話を予定している。 
 
◯ ⻘少年奉仕リーダー：栗⽊ 良彦君 

 



5 ⽉ 11 ⽇(⽊)に来賓卓話を予定、講師には内諾を得ているた
め、決まりしだいご案内いたします。 
 
●会員増強 会員選考リーダー：伊藤 洋⼀郎君 

 
会員選考は推薦者の申出に基づいて、異議なく新規⼊会の運
びとなりました。上半期は７名が⼊会、①畑⽥整吾君（7⽉7
⽇）②⾕⼝智康君（7⽉7⽇）③中島浩⼆君（7⽉ 14 ⽇）④
稲森敦⼦君（8⽉ 4 ⽇）⑤濁澤光宏君（8⽉ 4 ⽇）⑥栗⽥英⾏
君（8⽉ 4 ⽇）⑦由利和⼠君（8⽉ 16 ⽇）。また下半期にはす
でに⽣形秀之君（1 ⽉ 5 ⽇）が⼊会、2 ⽉ 2 ⽇には飯塚潤君が
⼊会予定です。 
 
◯ 職業分類リーダー：川⼝ 尚宜君 

 
今期前半の職業分類は、昨年 7⽉以降、従来の会員の交代に
係る職業分類と新規会員の職業分類を⾏いました。特に、新
規の職業分類として印刷機械製造の濁澤会員、プロスポーツ
マネージメントの⽣形会員の 2つの新しい職業分類を登録致
しました。イノベーションは多様性からしか⽣まれないと⾔
われますので後期についても、新しい職業分類の新⼊会員の
加⼊を⽬指して私も会員増強に貢献したいと思います。 

● クラブ広報委員⻑：⻑島 秀親君 

 
例会の会報作成を担当制にし、順番に作成していただいてい
る。毎回⽬を通しているが、精緻に作成していただき、⾮常に
良い会報になっている。また、HPの更新にかなり⼒をいれて
いるので、ぜひ⾒て欲しい。 
 
◯ 広報・雑誌リーダー：宮城 展代君 

 
上半期は「ロータリーの友」をもっと⾝近に⼿に取り読んで
もらうことを⽬的に新⼊会員を中⼼に⽉１回定例会で掲載記
事を紹介していただいた。下半期も本取組みを継続していく。 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◯ クラブ会報リーダー：島 武志君 

 
⼊会５年以内の⽅々で会報の作成を担当。下期の当番表も作
成済み。可能であれば１枚裏表で収まるように作成したい。
負担も⼤きいため、改善点等あればまたご相談ください。 
 
◯ ロータリー情報リーダー：川﨑 依⼦君   

 
情報委員会では新⼊会員のオリエンテーションを担当。⼭下
会⻑を始め、会員増強グループのご尽⼒により、上期は「⾵の
⼈」３名、「⼟の⼈」４名の⼊会があり、計４回の情報委員会
が開かれました。また、初めて由利会員には親⼦での⼊会と
なりました。下期には、⽣形会員（1 ⽉ 5 ⽇）が⼊会、2 ⽉ 2
⽇には飯塚潤⽒の情報委員会を予定。若い会員が増え、静岡
東RCが益々元気になり、嬉しい限りです。 
                               
◯ 公共イメージ向上リーダー：⻑島 秀親君 
HPの更新に注⼒している。せっかくの良い活動をより良い
形で報告できれば、さらなる会員増強にもつながる。活動報
告について、皆様から写真を頂戴できればHPに掲載するの
で、ぜひお送りください。10 ⽉ 22 ⽇（⼟）「エンドポリオ
街頭募⾦」を実施。会場確保にご協⼒いただいた森下会員、
資材等の準備・運搬にご協⼒いただいた相原会員、ありがと

うございます。3 ⽉ 23 ⽇（⽊）のクラブフォーラムでは公
共イメージ向上を予定、講師も検討していますので、決まり
しだいご案内いたします。 
 
 
≪スマイル報告≫ 
⾼⽥ 雅司君 
本⽇は、⽇頃、⾃分達がどんな事を考えながら設計に取り組
んでいるかを画像化した名刺サイズのチラシを⼊れました。
是⾮、QRコードから⾒て頂けたら幸いです 
 
⾕⼝ 智康君（誕⽣⽇の御礼） 
 
 
≪ご案内≫ 
 
（１）クラブ協議会のご案内 
⽇時:令和 5 年 1 ⽉ 12 ⽇(⽊) 例会前 11:45〜 
場所:ホテルアソシア静岡 2F「すいせん」  
出席義務者:⼭下勝央・川﨑依⼦・川⼝尚宜・杉⼭輝光・⻘
島隆晴・⼤村幸代・⾼柳正雄・⼭川雅久・ 
⻑⽥きみの・⻑島秀親・相原雄治・中嶋達郎・鍋⽥知佐⼈・
森下登志美・由利浩志 (敬称略) 
※尚、⽋席される⽅は幹事までご連絡いただきますよう、お
願いいたします。 
 
（２）国際ロータリー 
第 2620地区 静岡第 3 グループ IM開催のご案内 
⽇時:令和 5 年 3 ⽉ 26 ⽇(⽇)  
場所:ホテルアソシア静岡 3F 駿府II 
プログラム: 14:00 登録受付14:30 開会点鐘・本会議 15:30 
基調講演 17:00~19:00 懇親会 < 駿府I > 
※お⼿数ですが、出⽋席を 1 ⽉ 26 ⽇までに事務局までご連
絡下さい。 
 
 

（会報作成 落合 功男） 


