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BE THE INSPIRATION
イ ン ス ピ レ ー ション に な ろ う
国 際 ロ ー タリー 会 長
バ リ ー・ラ シ ン

静岡ロータリークラブ

● 例会日／毎週月曜日12：3 0〜13：30
● 会長／佐藤

２０１８−２０１９

● 例 会 場 ／グランディエール ブケトーカイ T E L . 2 7 3 ‑ 5 2 2 5
長巳 ● 副会長／戸野谷 宏 ● 幹事／近藤 哲也 ・ 河野 誠 ● 副幹事／坂上 康 ・ 鈴木 礁

５月２０日

第3516回例会

ガバナー 補 佐 クラブ 訪 問

◦ロータリーソング◦
ソングリーダー
川辺 哲君

さを考える日と制定されました。今日は、植
物について嘘のような本当の話です。花や木
も動物と同じように生命があります。辞書で
調べると生命（いのち）とは生物を生かして
行く根源的な力とあります。花や木が枯れる

◦会

長

挨

拶◦

というのはまさしく命が尽きるということで

会長 佐藤 長巳君

す。こんな話があります。ニューギニア島は

皆さん こんにちは。２０１２年に５月１８

インドネシアとパプアニューギニアの２カ国

日を国際植物の日として世界中で植物の大切

の領土ですが、このニューギニア島の原住民

の話です。原住民の行きかうジャングルの道

心がある魂が宿っているということがわかる

に大きな木があり、原住民の生活の行き来に

話でした。今日は植物の生命（いのち）につ

邪魔になるので、この木を倒すことになりま

いてお話しさせて頂きました。植物とかけて

した。しかし、木を倒す道具がありません。

お饅頭と解きます。その心は、もみじやヨモ

引き倒したり押し倒したりもできない大木で

ギがあります。今週も明るく楽しくお元気に

す。どのようにして、原住民の人たちはこ

お過ごしください。ありがとうございました。

の大木を倒したのでしょう。それは、３０人
くらいの原住民が大木を囲み原住民の言葉で

◦新 会 員 紹 介◦

「お前なんか死んでしまえ」
「お前は邪魔だ。
役立たず」と大声で悪口罵声を一斉に何時間
田中 秀人さん
（たなか ひでひと）

も浴びせます。それを３０日間続けると直径
２～３ メートル の大木が倒れるそうです。
原住民の話ではこれで倒れない木はないそう
です。原住民は、木にも魂が宿っているので、

●●●●●●●●●●●●●●●●

悪口を言い続けると魂が抜けると信じていま

●●●●●●●●●●●●●●●●

した。 私たちも、毎日悪口を言われたらノイ

●●●●●●●●●●●●●

ローゼになってしまいます。反対にこんな話

●●●●●●●●●●●●●

もあります。盆栽作りを５０年やってきて多

●●●●●●●●●●●●●●

くの受賞をされた方の話です。５０年間盆栽

●●●●●●●●●

づくりをやってきてわかったことは、話しか

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

けられたり 音楽を聴いたりするととても喜ん
でいるということです。盆栽をいじりながら

◦ビ ジ タ ー 紹 介◦

友人や家族のように話しかけたり、音楽を Ｂ

米山記念奨学生

ＧＭ で流したりすると良い盆栽ができるそう

ポ カレル ディネッシュさん

です。反対に盆栽に不平不満を言ったり、
怒っ

米山特別奨学金委員会 川辺 哲君より、ご

たりすると枯れてしまうそうです。ニューギ

出身はネパールで、今後２年間米山奨学生と

ニアの大木も盆栽も同じ植物です。植物にも

なる事と毎月第一回目の例会に参加する旨が
紹介されました。
カウンセラー：石塚 直美君

い」というような時にご利用ください。お香
◦委 員 会 報 告◦
親睦委員会 藤田 博久君

典の立て替え、祝儀袋の代筆 、お香典返しの
転送などの煩わしさがなくなります。支店長

静岡ロータリークラブ

の皆様には特に使い勝手が良いかもしれませ

創立記念パーティー開催のお

ん。総務等をご紹介いただければ福利厚生に

知らせ 日時：６月２４日

取り入れてもらえるよう頑張ります。

月曜日 １８時～ 場所：葵
タワー グランディエールブケトーカイ ４階

柴田 隆文君
世はまさに「キャッシュレス時代」！ 現在「◯

◦お め で と う◦
【誕生日祝い】

◯Ｐａｙ（◯◯ペイ）という名前が氾濫して
います。弊社も「ｄ 払い（ディーバライ）
」

●月●●日 新庄 剛和さん

というセンスのない（？）名称でバーコード
決済のサービスをしています。本日チラシを

【結婚記念日】

入れさせていただきましたので、キャッシュ

●月●●日 荻野 淳さん・奈央子さん

レスの対応を迷っておられる方は、どうぞ遠

●月●●日 寺戸 常剛さん・美津子さん

慮なくドコモの柴田までご相談ください！ ま

●月●●日 松林 俊明さん・寿満子さん

た、自分のスマホで使えるように設定したい

●月●●日 新庄 剛和さん・静代さん

という方もお声かけくださいませ。

●月●●日 三浦 孝文さん・千秋さん
●月●●日 河村 卓利さん・美也子さん

石井 大介君 川辺 哲君

●月●●日 坂本 渡さん・規子さん

本年度及び次年度、米山特別奨学金委員会の

●月●●日 久保田 隆さん・智子さん

石井と川辺です。新しく奨学生として迎え入

●月●●日 安本 吉宏さん・伸子さん

れる ポ カレル ディネッシュ君を 紹介します

●月●●日 杉本 忠重さん・育代さん

のでよろしくお願いいたします。

●月●●日 粉川 翔太郎さん・美希さん
●月●●日 大石 実さん・ひさよさん

鈴木 礁君

●月●●日 羽田 真人さん・和恵さん

先週の例会にて、式次第等ミスがありまして
失礼しました。スマイルします。

◦ス

マ

イ

ル◦

小林 武治君

田中 秀人君

５月１５日にお香典と弔文（お悔やみの言葉）

本日より入会させていただきます田中でござ

の発送をクレジット決済できる仕組み「偲想

います。伝統と格式ある静岡ロータリークラ

（Ｏｍｏｕ）
」をスタートさせました。
「お世

ブに入会させていただき たいへん光栄です。

話になったあの方ですが 、遠方で参列できな

伴野 隆一郎君 小林 武治君

銀婚式を迎え銀婚旅行として四国半周４５０

新会員の第一生命保険㈱ 静岡支社長の田中秀

ｋｍを妻と自転車で走ってきました 。残りは

人さんをご紹介させていただきます。皆様よ

夏と秋に分けて行ってきます。

ろしくお願いします。
佐々木 敏春君
三浦 孝文君（大口）

代理のスマイルです。 ３月までお世話になっ

久しぶりの通常例会で時間が空いてしまいま

た前任の伊出（いで）からです。
「中部電力

したが、結婚記念日のお花をありがとうござ

の伊出です。既に退会後にもかかわらず●月

いました。 乙女チックなアレンジに家内も大

●●日に結婚記念日のお祝いのお花を頂き

満足しておりました。また、令和初日と重な

びっくりしています。 家内も大変喜んでおり

りましたが、お陰様で静鉄グループは５月１

ます。本当にありがとうございました」
。以

日に１００周年を迎えることができました。

上です。

一重に静岡の皆様方のおかげです。記念ラッ
ピングを施した電車・バスが走っております

大石 実君

ので、機会があれば是非ご乗車ください。 感

結婚記念日のお花をありがとうございまし

謝を込めてスマイルします。

た。妻も大変喜んでおりました。妻が結婚●
●周年の真珠婚式と気づいてしまい、冬に海

寺戸 常剛君

外に行くことになりました。いろんな意味で

結婚記念日の素晴らしいお花ありがとうござ

重ねてお礼いたします。

います。
粉川 翔太郎君
久保田 ゆたか君

結婚祝いのお花をありがとうございました。

●月●日に結婚記念日のお花ありがとうござ
いました。

満席テーブル ４テーブル
◦出

安本 吉宏君
結婚記念日●月●日にきれいなバラの花をい
ただきました。ありがとうございます。
坂本 渡君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

結婚記念日のお花ありがとうございました。

報

告◦
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

4/22

107（106）

75 名 70.09 ％

7 名 87.73 ％

5/13

107（106）

54 名 50.94 ％

−名

−％

5/20

108（107）

79 名 73.83 ％

−名

−％

今月平均

杉本 忠重君

席

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

ができましたことを感謝申し上げて、お礼の挨
◦ロータリー財団ＢＯＸ◦

拶とさせていただきます。

１５，
００１円
◦地区の展望、次々年度に向けた地区の予定について◦
◦ガバナー補佐最終訪問◦
国際ロータリー第２６２０地区
静岡第３グループ ガバナー補佐
淺原 諒蔵様

国際ロータリー第２６２０地区
ガバナーノミニー 荻原 英生様
「地区制とは何か」と言っても、
静岡ロータリークラブには

静岡第３グループのガバナー

５０年生から１年生までいる

補佐を仰せつかっている淺原

ので、なかなかわからないと

です。冒頭、佐藤会長よりご

思いますが、日本には３４地区で９万人のロー

紹介をして頂きましたが、ホー

タリアンがおり、世界では１２３万人が在籍を

ムクラブで このような対応をして頂くとこそ

しております。地区の上にはゾーンがありまし

ばゆい限りです。さて任期をちょうど、４０日

て、日本は第２ゾーンに属しているのですが、

残してはおりますが、本日はガバナー補佐とし

かつて、日本だけでゾーンを作っていたのです

て、お礼のご挨拶を申し上げるべく静岡ロータ

が、現在ではアジアの国々やグァムなども入っ

リークラブにお邪魔した次第です。浅学非才の

た中で形成されていて、日本だけでゾーンを作

私でしたが、皆様の 温かいご協力・ご支援に

りたいという課題も持っています。２０２０年

よりまして、ガバナー補佐のお役目も果たすこ

にガバナーになります。ノミニーという名前が

とができました。この場を借りまして、御礼を

ついていますが、ノミネートされた人という意

申し上げます。ありがとうございました。ガバ

味で、ノミニーの次はエレクトになります。準

ナー補佐としての役割、十分ではなかったと反

備をして立ち上げていくという意味です。是非、

省することばかりですが 、分区制からグルー

ご協力・ご指導をお願いいたします。

プ制に変わり、これまであまりお付き合いのな
かったクラブとも同じグループということで、
本来なら交流や親睦をもっとはからなければい

◦国際ロータリー第２６２０地区◦
地区幹事予定者 寺戸 常剛様

けないところ、事前の調整が不十分だったため

国際ロータリー第２６２０地

成果も出せず申し訳なく思っております。次年

区には静岡県と山梨県の７９

度ガバナー補佐の清水ロータリークラブの佐野

クラブ２９９８名が在籍して

さんにしっかりと申し送りをしましたので、次

おり８つのグループが存在し

はもっと充実したグループ交流が行われること

ております。２０１９－２０２０年度のＲＩ

と思います。不出来なガバナー補佐ではありま

会長のテーマは、
「ロータリーは世界をつなぐ」

したが、静岡ロータリークラブのお力添えによ

です。地区運営方針は、国際ロータリーとの連

り、ガバナー補佐としてつつがなく務めること

携、地区内クラブ支援、クラブ主体の地域振

興が掲げられています。日本のロータリーの

説明があった。
（承認）

１００周年を祝い次の一歩に向けてスタートし

③６月２４日最終例会（静岡英和女学院イン

ます。東京オリンピックを迎える２０２０年に

ターアクト発足式、創立記念パーティー）に

日本ロータリーは１００周年を迎えます。クラ

ついて 青少年奉仕委員長

ブの次の一歩のため、そしてＲＩとの連携のた

当日は、例会（前半３０分を予定）の中で静

めに、クラブ戦略計画を策定します。地区セミ

岡英和女学院インターアクトクラブの認証

ナーと委員会・委員を積極的に活用して、地区

式を執り行い、例会が終わった時点で生徒

委員会メンバーをクラブ（卓話）にお招きいた

は帰らせ、校長先生と顧問の先生にはその

だき、クラブをサポートするようにもしていき

後のパーティーにも参加していただく予定

ます。近隣クラブとの合同奉仕活動も推奨しま

である旨説明があった。
（承認）

す。一方で、ＩＴ活用も推進してまいります。

④卓話講師予定者について プログラム委員長

ガバナー月信電子配信の試行やロータリークラ

６月１０日の最後のゲスト卓話者として、田

ブセントラルの入力と活用もお願いしてまいり

辺信宏静岡市長を予定している旨説明があっ

ます。また、奉仕委員会の統合や地区事務所の

た（６月２７日は国際奉仕アワー）
。
（承認）

創設も行ってまいります。２０２０年の荻原年

⑤入会予定者・退会者について

度に向けてスケジュールを構築しておりますの

会員増強委員長、幹事

で、ご協力をお願いいたします。

現時点での退会・入会の見通しについて報告
があった。

◦第１１回 定例理事会議事録◦

⑥その他

１．協議・審議事項

新会委員交流会の開催日について

①５月２７日例会の内容変更について（国際奉

新会員交流委員長

仕アワー→志田ＰＧによる規定審議会の結

５月２０日予定していた第２回新会委員交

果報告） 幹事

流会の日程を、６月１０日の１８：００か

５月２７日の例会は、国際奉仕アワーの予定

らに変更したい旨説明があった（予定会場：

であったところ、志田パストガバナーによ

造りの山葵）
。
（承認）

る規定審議会の結果報告に予定を変更した
い旨説明があった（国際奉仕アワーは６月
１７日に移す）
。
（承認）

２．今後のスケジュール
５月２７日

②６月３日次年度アワーについて 副幹事
当日は次年度委員会配属に従ったテーブル分

通常例会（規定審議会の結
果について、志田ＰＧ）

６月 １日～ ＲＩ国際大会

けとした上で、次年度会長からの方針説明

（ドイツ・ハンブルク）

や、次年度スケジュールの概略について説

６月 ３日

通常例会（次年度アワー）

明をした後、次年度委員会事業についてテー

６月１０日

通常例会（最終ゲスト卓話）

ブルごとで話し合ってもらう予定である旨

