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長
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会長 植松 昌美君
ゲスト紹介

土曜日の節分、日曜日の立春には各地でいろい

静岡聖光学院 副校長（ラグビー日本代表Ｕ

ろのイベントが開催されました。豆はまきまし

１８監督） 星野 明宏さん

たでしょうか。月初めですので国歌斉唱が行わ
れましたが、今月はオリンピックが開かれます

ので国歌が沢山聴かれることを期待したいと思
います。月初めは、これから。２月の誕生石は

委 員 会 報 告

アメシスト。石言葉は誠実・高貴・心の平和で

地区青少年奉仕委員会 委員長

す。別名紫水晶。２月生まれの人は明るく友好

谷本 宏太郎君

的な性格で、どんなことでも好奇心旺盛に取り

今月、地区ローターアクト小

組むことが出来るそうです。この紫色は古くか

委員会が事業として、フィリ

ら世界で崇められて神聖な石として崇拝されて

ピンの学校に家庭科室の備品

おり、心の苦痛、心配事、怒りなどを取り去り

を贈ります。届けに山田君が

除き、集中力や直感力を高め、瞑想や祈りの助

行ってまいります。３月５日の例会で報告さ

けになります。仏教の僧侶は数珠にして身に着

せて頂きます。

けています。今週２月９日より２５日まで平昌
五輪冬季オリンピックが開催されます。韓国と

雑誌委員会 委員長 山﨑 純男君

はあまり時差がないので見やすいのではないで

年会誌発行の準備を進めてい

しょうか。当クラブには新聞・テレビ関係のメ

ます。各委員会委員長や会員

ンバーも多く、頑張っていただきたいと思いま

の方々原稿執筆宜しくお願い

す。２０２０年には東京オリンピック・パラリ

します。また新会員の皆様も

ンピックが開催され、スポーツの祭典が続きま

原稿執筆（自己ＰＲ、新入会の感想等）よろ

す。その前にゲスト卓話にもなっている、大き

しくお願いします。５月末までにお願いしま

な祭典２０１９年第９回ラグビーワールドカッ

す。原稿をメールで小林武治委員までお願い

プが日本で初めて開催されます。ラグビーワー

します。４００字原稿用紙１〜２枚程度でお

ルドカップは、静岡エコパスタジアムでも試合

願いします。皆様のご協力宜しくお願いしま

が開催されますまので、多いに盛り上がると思

す。

います。日本銀行前支店長の服部さん、サント
リー前支店長吉野さん、東芝小暮静岡支店長３

職業奉仕委員会 委員長 稲葉 豊君

人は超ラガーマンで、３人で知事を訪れ「もっ

職場見学会のご案内をさせて

とラグビーワールドカップをアピールして下さ

いただきます。職場見学会と

い。
」と陳情に行っ

して３月１日（木）ＮＨＫ静

たことを思い出し

岡放送局新施設見学会を行い

ました今日は星野

ます。
（４月より施設使用開始予定）

監督からのお話を

日 時 ３月１日（木） １６：００現地集合

楽しみにしており

場 所 ＮＨＫ静岡放送局

ます。今週も元気

懇親会 １８：００〜

でお過ごしくださ
い。

「ホテルセンチュリー静岡 翡翠」
会 費 ３．
０００円

会場の関係上、先着３０名とさせて頂きます。
ＦＡＸの申し込みとなります。皆様、奮って
の参加をお待ちしております。

（月）となります。
・２０１８・１９年ロータリー手帳を配布し
ます。無料です。申込書を回覧いたします
ので、ご希望の方は申し込み下さい。

幹

事

報

告

・本日例会終了後、理事会が開催されます。

望月 啓行君

理事、関係委員長の方は出席よろしくお願

・地区の委員の委嘱状が来ておりますのでお

いします。

渡しいたします。国際ロータリークラブ第
お め で と う

２６２０地区２０１８・１９年度ローター
アクト小委員会 委員 花村豊充君 大活

【誕生日祝い】

躍を期待しております。宜しくお願いしま

●月●●日 大橋 成基君

す。

●月●●日 磯部

潔君

●月●●日 伊藤

浩君

・来週の例会（２／１２）は祝日（建国記念
日振替）により休例会です。２月１８日
（日）はＩＭ（島田クラブ主宰）です。２月
１９日（月）は上記の為、例会はありませ

●月●●日 桜田 和之君
●月●●日 瀧上 恵美子さん
●月●●日 大石

剛君

ん。今回ＩＭは第５分区最後の開催となり
ます。バスで行かれる方は、静岡駅南口駿

【結婚記念日】

河銀行前に１１：３０集合です。現地に直

●月●●日 花野 博昭君・貴子さん

接行かれる方は、現地１３：１５集合です。

●月●●日 小髙 新吾君・貴子さん

当クラブ会員の日本銀行静岡支店長小髙新
ス

吾さんの講演が予定されています。既に申

マ

イ

ル

し込みは終了しておりますが、未だ若干の

静岡ロータリークラブ静岡聖光学院ＯＢ

空きがございますので参加希望の方は私か

鈴木 礁君、横山 泰久君、川﨑 裕司君、河

事務局にお申し込み下さい。参加のほど宜

野 誠君

しくお願いします。２月２３日（金）は市

創立５０周年を迎えます。静岡聖光学院の静

内７クラブ合同例会（於 ホテルアソシア

岡ＲＣのＯＢ４名が星野副校長のゲスト卓話

静岡）です。１２時から約３０分食事をし

を記念してスマイルさせて頂きます。

て頂き、１２時３０から点鐘、例会開始と
なります。柳家花緑師匠のゲスト卓話があ

瀧上 恵美子さん

ります。申込書を回覧しますので奮っての

お誕生日お祝いありがとうございました。

参加宜しくお願いします。２月２６日（月）
例会は２３日の合同例会が移動例会ですの

小髙 新吾君

でありません。次回の通常例会は３月５日

結婚記念日のお花をありがとうございました。

おかげさまで夫婦大円満です。

研究科 両親の御出身は、伊東と熱海。中学・
高校・大学とラグビーをプレーし、卒業後電

山本 靖君

通に１０年間程度勤務しました。現在、静岡

１１日、日曜日に長女が浮月楼さんで結婚式

聖光学院の副校長、常務理事、そしてラグビー

挙げます。久保田さんお世話になります。よ

日本協会ユース副統括、ラグビーワールドカッ

ろしくお願い致します。

プ静岡県開催推進特別アドバイザーを務めて
います。ヤマハの清宮監督とふたりでやって

久保田 隆君

います。本校は、ラグビーが強く静岡ではス

山本さんおめでとうございます。ありがとう

ポーツ中心のイメージがありますが、今後は

ございます。

文武両道の教育に変えていきたいと思ってい
ます。２０１９ラグビーワールドカップ日本

満席スマイル（６卓）

大会がいよいよ来年に迫ってきました。これ

・志田さんテーブル・平尾さんテーブル・加

からラグビーにおいて、皆さん「選択的知覚」

藤さんテーブル・望月さんテーブル・松崎さ

に入って頂ければと思っています。心理学用

んテーブル・森田さん、堀池さんテーブル

語で、所謂、一般的に言われている「アンテ
ナたてろ」と言う事です。今後、アンテナた

出

席

報

告

ててラグビーに関わっていただければと思っ
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

1/22

107（104）

69 名 66.34 ％

5 名 71.15 ％

1/29

107（104）

53 名 50.96 ％

−名

−％

2/5

107（104）

71 名 68.26 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

ています。ラグビーのワールドカップはスポー
ツビジネスとしての経済効果や全世界のテレ
ビ視聴者数などからオリンピック、サッカー
ワールドカップとともに世界３大スポーツイ
ベントのひとつに数えられています。ワール
ドカップというと２００２サッカー日韓共催
大会が思い出されます。しかし、比較しま
すと今回のラグビーワールドカップは日本単

ゲ ス ト 卓 話

独開催であるため、国内における実施試合数

プログラム委員長 桜田 和之君 紹介

は１．５倍の４８試合、実施期間もラグビー

星野 明宏さん

は休養が必要ですので１．５ヶ月になります。

「ラグビーＷ杯がエコパにやって来る」

（２００２サッカーワールドカップは３２試合

静岡聖光学院 副校長 ラグ

で約１ヶ月の実施期間でした）世界各国から

ビー日本代表Ｕ―１８監督

富裕層が２０泊以上の長期バカンスで来日す

１９７３年３月４日、町田市

ることが予想され、開催地であります静岡県

生まれ 桐蔭学園中学・高校

にも様々なビジネスチャンスが訪れます。静

→立命館大学→㈱電通→筑波大学大学院体育

岡県内の経済効果も総合効果で１００億円、

直接効果で６５億円近くになると試算されて

る教育に変えることを求められています。そ

おり、海外・県外からのお客様に対しての準

の為に、中・高・大学入試も変えていかなけ

備とアピールが重要となってきます。エコパ

ればなりません。また授業も地理等国際化を

スタジアム（袋井市）での全４試合のカード

中心とした内容に、また歴史・英語等其の他

も発表され、イタリア・アイルランド・スコッ

の教科も変えていきます。静岡県内・県外の

トランド・オーストラリア・南アフリカ・ジョー

各高校も時代に合わせ変わっていかなければ

ジア・ルーマニア等の国々から多数のファン

なりません。最後になりますが静岡聖光学院

が来場することが予想されます。そして、今

は創立５０周年を迎えます。新しい時代に向

後は静岡県内でも複数立候補（静岡市、
浜松市、

けて静岡 県内各校競い合い、その中でも突

磐田市、掛川市、裾野・御殿場市、御前崎市）

き抜けた学校を目指し「骨太ジェントルマン」

している公認キャンプ地の選定も進んでいき

の育成に全力を注ぎ続けます。ご支援のほど

ます。２０１９ラグビーワールドカップに興

何卒よろしくお願い申し上げます。

味・関心を持っていただき、ビジネスチャン
米山基金ＢＯＸ

スを逃したと終わった後に後悔しないように、
「選択的知覚」を注入しアンテナを立て、さま
ざまなビジネスチャンスを創出していただけ
る事を願っております。また、２０１９ワー
ルドカップに関心を持ち、主体的に関わるこ
とは翌年の東京オリンピックや２０２５大阪
万博（誘致活動中）
、２０２６愛知県でのアジ
ア大会にも多いに繋がる可能性も秘めていま
す。いよいよチケットの先行発売も開始され
ました。試合は、国外、県外、県内の入場者
で満員になると思われます。この期間、沢山
の国内外の観光客が訪れます。大げさなおも
てなしは必要ありません。主体的に関わり、
アンテナを高くし、静岡県民の苦手な点から
線につなげてビジネスチャンスを逃さないよ
うにして下さい。ラグビーから話は変わりま
すが、今の教育改革について少し話をさせて
頂きます。今の生徒、学生は答えのあること
をなぞる事はちゃんと出来るが、答えのない
未来を作る事は下手です。産業界からの要請
で自分の力で考えクリエイティブな力をつけ

２１，
２６４円

１月１００％出席者一覧表
淺原

諒蔵

安藤

禎宣

馬場

洋文

土井内裕章

福地

益人

疋野

花村

豊充

伊藤

博

稲葉

井上

拡

伊藤

浩

北澤

晴樹

松崎

智男

豊

岩崎

茂夫

石井

大介

伊藤彰一郎

近藤

哲也

加藤

誠

川﨑

裕司

河野

誠

粉川翔太郎

上島

充

牧田

静二

向坂

達也

望月

義弘

茂宏

水上

房吉

望月

啓行

松本

博士

中山

秀樹

荻原

英生

小髙

新吾

志田

洪顯

佐藤

長巳

鈴木

礁

坂上

康

坂本

渡

杉浦

孝典

田中

楯夫

寺戸

常剛

富田

正開

植松

昌美

和田

直哉

山田

知広

横山

泰久

吉田

幸一

※例会欠席日をメーキャップカードで補填する際は、必ず事務局にメール、ファックス、手渡し、いずれか
の方法でメーキャップカードをご提出ください。また、ガバナーへの出席報告は毎月１５日となっており
ますので、それまでにご提出いただいたものでカウントさせていただいております。

