
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
久保田　隆君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

米山奨学生

ジョセリン・ネオ・ワンティンさん

◦ビ ジ タ ー 紹 介◦

ガバナー補佐　八木　伸廣さん

ガバナー補佐事務局　望月　重伸さん

元会員　大澤　泉さん

体験例会　古谷　治正さん

◦会　長　挨　拶◦

会長　谷本　宏太郎君

皆さんこんにちは、土曜日の熱海での土石流災
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害に見舞われてしまった方々にお耳舞いを申し

上げたいと思います。そして、静岡ロータリー

クラブから義援金を送りたいと思います。社会

奉仕委員会の加藤委員長に送り先を検討しても

らいますが、まずは募金箱を回しますのでよろ

しくお願いいたします。さて、私は昨年の混乱

について皆さんにお詫びと感謝の言葉を述べた

いと思います。昨年の第一例会において、私は

静岡クラブのみならず２６２０地区全体を混乱

へ引き入れてしまいました。私の浅はかな考え

による軽はずみな行動によって、皆さんに多大

なご迷惑をおかけしてしまったことをあらた

めて深くお詫びいたします。コロナ禍によっ

て、誰もがいつも通りではなくなってしまった

ことが混乱の原因ではあったのですが、この経

験によって私は浅はかな自分を再認識すること

ができ、大変多くのことを学ぶことができまし

た。縦社会の組織での慣習に甘え、先輩にた

のまれれば「はい」か「イエス」だけでは足

りず、自分を選んでくれたことが嬉しく「は

い、喜んで」と言っていた自分が恥ずかしいで

す。目上の人に認めてもらえることが嬉しかっ

たし、ちょっと無理することで自分が成長でき

ていたように思っていました。この失敗により

私の思慮深さの足りない行動を改めるために、

ロータリーの４つのテストを常に認識しようと

いう思いに至りました。言行はこれに照らして

から、１． 真実かどうか？　２． みんなに公

平か？　３． 好意と友情を深めるか？　４． 

みんなのためになるかどうか？来週からはロー

タリーソングの後に毎回唱和することにします

ので、よろしくお願いします。さて、幸いなこ

とに皆さんの多大なるご尽力によって事態は二

か月ほどで収拾し、秋以降は２６２０地区も静

岡クラブもほぼ機能するようになりました。と

は言え、コロナさえなければ輝かしい一年を送

れるはずだった先輩を失ってしまったことは大

変残念です。一方では皆さまが暖かく見守って

くださったことによって私は今年度会長を務め

させていただくことができます。大変感謝して

おります。一年間しっかりと静岡クラブの会長

を全うできるよう、皆さんの信頼にこたえられ

るよう努力したします。よろしくお願いいたし

ます。さて、コロナ禍のために静岡クラブも

２６２０地区も前年度は計画されていた事業は

延期や中止となったものが多い中、思った以上

に素早く変化に対応してオンライン開催できた

事業もありました。静岡クラブでは小林直前会

長がズームを使ったハイブリッド例会を始める

ことによって、徹底したコロナ対策をとってい

るブケトーカイさんが会場であっても、多人数

での飲食を伴う会合への出席が制限されていた

会員もＺＯＯＭでオンライン参加ができる例会

が始まりました。このことによって私の年度で

は一向に収まらないコロナ禍においてもちゃん

と例会が開催できるようになっています。大変

ありがたいことで、感謝しております。また、

静岡クラブがホストとなって開催した地区大会

は５月に延期されましたが、まったく新しいハ

イブリッド方式で開催することによって、大き

な成功を収められ、静岡クラブの優秀さを示す

ことができたと思います。それに比べて、国際

会議は本来の台北主催ではなくシカゴ時間での

オンライン開催となっていました。国際会議を

記念し制作された彫刻を台北に設置したことが

披露されただけ、という台北のロータリアンに

とっては大変寂しい国際会議なっていました。

おととしのハワイもオンライン開催でしたが本



会議にはピーク時に日本人３００人程が参加し

ていたと思いますが、今年は私が参加していた

ウェブ上では神戸のロータリアン一人しか見つ

けられませんでしたので、参加者はとても少な

かったように感じました。各自が記念写真を撮

れるゲームサイトがあったので、私も２回写真

を撮りギャラリーにアップしました。そのギャ

ラリーを何度か訪問しましたが、数百人いたか

どうかという寂しいものでした。それでも、私

はほぼ毎晩ネットで参加して、ヨガでスタート

して、そのあと本会議を見て、友愛の広場を訪

れて、いくつかのサイトでチャットしたので、

ワルシャワのローターアクター、ミラノのロー

タリアン、ポートワインで有名なポルトガルの

ポルト近くの都市のロータリアンと知り合いに

なることができました。来年の６月はヒュース

トンの国際会議に行けたら良いなと思っていま

す。浅原エレクトを団長として行きませんか？

私は６５歳以下なので、まだワクチン接種がで

きていませんが、年内に国民の半数以上のワク

チン摂取が完了すれば、様々な事業がオフライ

ンでリアルに開催できるようになっていくもの

と確信しています。コロナ前に戻るのではなく

コロナ禍を経験して進化したロータリーになる

よう皆さんで改善していきましょう。一年間よ

ろしくお願いいたします。

◦新年度を迎えて激励の言葉◦

伴野　隆一郎君

谷本宏太郎さんを新年度のロータリー会長に推

挙させて頂きます。昨年度は静岡ロータリーク

ラブの歴史上最大級の不祥事が有ったと言える

が、小林前会長、志田ガバナー、寺戸副幹事た

ちの努力で立ち直ったクラブを是非とも、更に

発展させて頂きたい。皆様もご支援の程宜しく

お願い致します。

◦新年度のスタート　乾杯◦

牧田　静二君

新しい風をこのクラブに吹き

込んでくれるのではないかと

大いに期待しています。乾杯。

◦前年度会長・幹事への御礼◦

谷本会長より、小林　武治　前年度会長、

杉本忠重　前年度幹事へお礼の品贈呈。

前会長　小林　武治君

一年間皆さんのおかげで本当に楽しく過ごせま

したが、これで終わりではなく谷本年度では微

力ではありますがお役に立てるよう頑張ります

ので今後も宜しくお願い致します。ありがとう

ございました。

前幹事　杉本　忠重君

一年間ありがとうございました。もっと出来る

だろうと思っていましたが、なかなか上手くで

きず会長を始め皆様にご迷惑をお掛けしたと思

いますが、これからも頑張りたいと思います。



◦ ◦
グランディエール　ブケ　トーカイ

スタッフの皆様へ御礼

谷本会長より、スタッフの皆様へお礼の品贈呈。

◦新  会  員  紹  介◦

磯部　義明さん
（いそべ よしあき）
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◦幹　事　報　告◦

谷本会長より委嘱状の受け渡し。

浅野　秀浩君、横山　泰久君、山田　知広君、

坂上　康君、佐々木　達也君、粉川　翔太郎君、

松本　博士君

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●月●●日　望月　啓行さん

◦ス　マ　イ　ル◦

淺原　諒蔵君

この７月よりガバナーエレクトとなりました。

静岡ＲＣの皆様のご支援なしでは務まりませ

ん。どうぞ宜しくお願いします。

谷本　宏太郎君

一年間会長を務めさせて頂きます。皆さんよろ

しくお願いいたします。

木村　絵美君

幹事として１年間がんばります。今年度もよろ

しくお願いいたします。

藤田　博久君

副幹事　１年間宜しくお願い致します。

山本　芳司君

私事で恐縮ですが、７月１日をもって本業の

パチンコ事業を事業譲渡し、（株）アプリイの

代表取締役を退任いたしました。今年の９月で

●●を迎える事もあり、一度きりの人生、一旦

仕切り直して新たな道を歩んでいこうと考えて

います。ロータリーの活動は今まで通り継続し

ていくつもりですので、今後ともよろしくお願

い致します。

大石　明彦君

今年度ＳＡＡ委員長となりました。会の円滑な

運営と親交ができるよう努力します。よろしく

お願い致します。

松本　博士君

今年度　親睦委員長を仰せつかりました●年目

の松本です。コロナ禍の中安全にリアルで楽し

く親睦しましょう。

石松　博幸君

会報委員会の委員長に就任いたしました。会員

相互の情報共有と親睦促進の一助となる会報作

りに努めます。会報委員会のメンバー共々ご指

導宜しくお願い致します。

馬場　洋文君

ローターアクト委員長、がんばります。



山田　知広君

本年度会計幹事を務めます山田知広です。植松

年度から引き続き仰せつかり●年目となりまし

た。コロナ禍における緊縮財政の適正管理と会

員の皆様へわかりやすい報告を目指します。１

年間宜しくお願い致します。

栁田　一男君

本年度青年奉仕委員長をつとめさせて頂きます

栁田です。１年間宜しくお願い致します。

加藤　正博君

社会奉仕委員会委員長を拝命致しました加藤で

す。これから１年間宜しくお願い申し上げます。

堀池　彰君

プログラム委員会委員長。

塩原　太一郎君

今年度、会員増強委員長を仰せつかりました。

なかなか皆さまに貢献できずここまで来てしま

いましたが、なんとか広く会員の皆様のお力を

借りて成果を出して参りたいと思います。新会

員候補のご紹介を心よりお待ちしております。

村山　文隆君

出席委員となりました村山です。１年間よろし

くお願いします。

梅原　弘允君

本年度米山委員会委員長を務めさせていただき

ます。ロータリーの精神の下で留学生の支援に

取り組んでまいります。

望月　啓行君

誕生日プレゼントありがとうございます！谷本

年度も頑張ります。アッセンブリー分も一緒に

スマイルします！

小林　武治君

１年間宜しくお願いします。

淺原　諒蔵君

新会員　磯部さんをよろしくお願いします。

磯部　義明君

本日入会しました磯部です。判らない事ばかり

ですが、ご指導の程よろしくお願い致します。

本園　英隆君

お誕生日のお祝い本当にありがとうございまし

た。

八木　義仁君

誕生日のお祝いありがとうございます。

八木　義仁君

先日オリンピックの聖火ランナーとしてエコパ

スタジアムを走りました、荒川静香さんにトー

チをつなぎましたが、スタジアム内は盛り上

がってよかったです。オリンピックで感染拡大

とならないことを祈っています。

志田　洪顯君

巴川の大澤さん、古谷さん、久しぶりです。是

非入会お願いします。

満席スマイル

田和さんテーブル、石松さんテーブル

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数※ 1）

出 席
会員数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

7/5 103（102） 70 名
（内Zoom2名）

33 名 68.62％

※1出席免除会員を引いた会員数。
　　出席免除会員は欠席しても出席扱いになるため。

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに
変更が無い間は全会員出席扱いとします。



◦ガバナー補佐訪問挨拶◦

ガバナー補佐　八木　伸廣様

静岡ロータリークラブが創立

された１９３５年前後は激動

の時代であったが、この様

な時代にクラブを創立し、今

日まで活動を続けてこられたこと、歴史を振

り返りながら訪問できたことに感謝します。

１９３５年はロータリーの創始者ポール・ハリ

スが日本に始めて来日された年でもあります。

２月始めに、国際ロータリーのシェカール・メー

タ会長よりテーマが発表されました。テーマは、

「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにする」で

す。目標は、会員を増やしてロータリーへの参

加基盤を広げよう。そして、世界に奉仕して、

より大きなインパクトをもたらそうというもの

です。最も重要な課題は会員増強であり、全世

界の会員数１２０万人を、来年の７月１日まで

に１３０万人にふやそうというものです。そし

て、世界中のすべてのクラブに対して「ロータ

リー奉仕デー」を計画し開催しようと呼びかけ

ています。参加型の「ロータリー奉仕デー」を

通じて、参加した他の人達も将来ロータリーの

会員へと導くことができるという願いが込めら

れています。シェカール・メータさんは、「超

我の奉仕」というロータリーの標語に大きな感

銘を受け、人々を思いやり分かち合う心の大切

さを学びました。皆さんとともに奉仕し、人生

を豊かにしていこうではありませんかと呼び掛

けておられます。本年度の当地区のガバナーで

ある甲府ロータリークラブの小林総一郎さん

は、新たな時代を生きるロータリー、そして、

新たな時代に一歩二歩前に踏み出そうとよびか

けておられます。クラブに対する要請事項の中

で、新クラブの創設は簡単なことではないため、

出来る限り分かり易く簡潔に会員の皆さんの信

頼と協力が得られる環境にする必要が有ると考

えています。奉仕デーについては、各クラブの

計画を全クラブが知ってもらうよう情報を共有

したいと考えています。なお、インターミー

ティングについては、静岡は各グループ単独で

開催したいと考えております。小林ガバナーは、

「ロータリー日本１００年史」の編纂委員や、「温

故知新・私の職業奉仕」として小論文が掲載さ

れており、ロータリー活動に関するご見識と経

験から様々なお話をお聞きできるものと思いま

す。新型コロナウイルス感染症の影響により、

私たちの活動は大きく制約を受けましたが、オ

ンライン会議の開催など新しい形を取り入れ、

活動は前に進んでいます。そして、今年度は新

たなテーマに取り組んでいかなければなりませ

ん。また、この様な時代にあっても、先人が歩

んできた道、歴史からロータリーを学ぶことを

忘れずに、時代の変化に対応し変えるべきこと

は変えていかなければなりません。そして、何

よりも私達会員が力を合わせて行動する事では

ないかと考えます。新年が始まる大切な日に訪

問せざるを得ませんでしたことをお詫びし、ま

たこの一年、貴クラブがますますご発展される

ことをお祈りして、私の訪問の挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。


