
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
久保田 隆君

◦ビ ジ タ ー 紹 介◦

藤枝南ロータリークラブ　会長　竹田 敏和様

藤枝南ロータリークラブ　プログラム委員長

中山 恵喜様

神谷印刷所　神谷 真太郎様

◦会　長　挨　拶◦

会長　谷本 宏太郎君

昨日一昨日の二日間静岡まつりでの募金に参

加してくださいました会員の皆さんありがと

うございます。おかげさまで予想を大幅に上

回る支援金を集めることができました。初日

は良い天気に恵まれ大勢の来場者からたくさ

んの募金がありました。二日目は一日中雨で

来場者は少なかったのですが、ここにありま

す５００円玉貯金箱２つを持ってきてくれた
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老婦人のおかげで、想定をはるかに上回る募

金を集めることができました。お年寄りが重

い貯金箱を雨の中わざわざ持ってきてくれた

のは報道各社の皆様のおかげです。岩崎公共

イメージ委員長と委員会の皆様ありがとうご

ざいました。２日間の募金活動をやってみて、

ウクライナのために何かしてあげたいと思っ

ている人が大勢いることを知ることができま

した。ネットに疎遠なお年寄りやお子さんた

ちのように簡単に寄付の方法が探せないか、

ほんの少額しか寄付できないけれども自分の

お金を役に立ててほしいと感じている人達に

とって、一円からでも寄付できる街頭募金と

いう形をとった我々が多くの募金を集められ

た大きな理由だったと思います。募金会場を

提供してくださいました久保田隆大老をはじ

めとする静岡まつり実行委員会に感謝してい

ます。さて、二週間前に送金した１００万円

でトンデラ君が購入した支援物資はポーラン

ド国内のウクライナ避難民のためだと思って

いましたが、なんと先週ウクライナ西部の小

さな都市コピツェンツィに届けられていまし

た。コピツェンツィ市のＦａｃｅｂｏｏｋに

静岡ＲＣ、静岡ＲＡＣ、ワルシャワユジェフ

フＲＣ及びワルシャワＲＡＣのロゴ入りで支

援物資が届いたと紹介されました。話題は変

わって、いよいよ次年度が動き出しています。

今月末には地区協議会がオンラインで開催さ

れます。当クラブでは移動例会となっていま

すので地区協議会終了後にオンラインのまま

残っていただき、短縮例会を実施します。例

会ですので途中で抜けないようにお願いしま

す。そして、来月末には今年度の地区大会が

甲府市でリアル開催されます。こちらも移動

例会ですので、皆さんに出席義務があります。

次年度ガバナー排出クラブとして皆さんと共

にステージに上がって、横断幕を広げ「次年

度地区大会は静岡市です。皆さんお越しくだ

さい。」と声をそろえて発声しなくてはなりま

せん。今年度次年度の地区出向者及び入会一

年未満の新会員の皆さんは必ず出席して一緒

にステージに上がるようお願いします。今回

の地区大会でも懇親会は予定されておりませ

ん、お弁当が配布されますので、帰りバスで

山梨のワインと一緒に楽しみましょう。

◦委  員  会  報  告◦

国際奉仕委員会　委員長　三浦 孝文君

静岡まつりにおけるウクライナ支援の募金活

動へのご協力の御礼。沢山の方から募金をお

預かりし、１日目２５１，１５３円、２日目

２１２，４２２円、計４６３，５７５円と当初

目標を大幅に上回る結果となりました。募金

者の方々からも多くの温かい言葉を頂く事が

出来ました。誠にありがとうございました。



社会奉仕委員会　委員長　加藤 正博君

蓮見亭 見学例会のご案内。国際ロータリー

１００周年、静岡ロータリー７０周年を記念

して寄贈致しました「ロータリーあずま屋 蓮

見亭」を、１７年の時を経て寄贈当日の４月

１８日に見学しながら、先輩方の思いをはせ

つつ春の訪れを感じる時間を一緒に過ごしま

しょう。

静岡大学教育連携講座特別委員会　委員長　

浅野 秀浩君

要件を満たせば２単位を取得できる職場実習

講座の期間を２年間延長。ＳＢＳで取り上げ

られたニュースを放映。

　
◦幹　事　報　告◦

幹事　木村 絵美さん

来週４月１１日は、通常例会。卓話は、米山

奨学生　ジョセリン・ネオ・ワンティンさん。

５月２１、２２日は、地区大会開催。クラブ

からバスを用意しますので、参加可能な方は

早めにご連絡をお願いします。地区奉仕活動

委員会セミナー（４月２９日）、こちらも出席

希望の方は早めにご連絡下さい。

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●月●●日　小川 潤さん

●月●●日　疋野 智男さん

●月●●日　水谷 学さん

●月●●日　石川 雅章さん

【結婚記念日】

●月●●日　渡邉 孝雅さん・裕香さん

●月●●日　 堀池 彰さん・美知子さん

◦ス　マ　イ　ル◦

三浦 孝文君

週末はウクライナ避難民支援募金活動へ多数

の会員のご参加を頂きましてありがとうござ

いました。老若男女・真面目ヤンキー、幅広

い方々から募金を頂き、また「よろしくお願

いします」、「ご苦労様」と多くのお声掛けを

頂戴しました。彼の地を案じ平和を願う市井

の声を痛感致しました。皆様へのお礼と一日

も早い和平を願いスマイルさせて頂きます。

久保田 隆君（ダブル）

４月１日から３日までの静岡まつり、昨日は

雨に降られましたが、３年ぶりの通常開催が

できました。本当にありがとうございます。

皆様のウクライナ募金も、まつりの主旨に合っ

た事業で、ごくろうさまでした。土曜日のす

ごい人出と、昨日は雨でしたが思った以上の

来場者に、「まつり」を待っていた皆様の気持

ちを強く感じました。

塩原 太一郎君

本日、新会員候補として、神谷印刷所の神谷

さんが見学に来て下さいました。入会頂ける

ことを願って会員増強委員長としてスマイル

いたします。

川﨑 裕司君

『ほめ達』ってご存じですか？人・もの・起き

る出来事に価値を見出して伝えることのでき

る「ほめる達人」のことです。皆様のレター

ボックスに資料をいれさせていただきました

が、今月１６日（土曜日）に「ほめ達３級検定」



を実施します。パワハラを気にされて、部下

に強く指導できないあなたには必見の内容で

す。佐々木さんの中部電力グループや、２０

店舗以上のローソンを展開されている石塚さ

んは、この『ほめ達』を導入され大きな成果

を出されているようです。開催は、日本ほめ

る達人協会静岡支部として東名自動車学校で

開催しますので、参加希望の方は、ほめ達ホー

ムページ、もしくは私（川﨑）の携帯までご

連絡下さい。宜しくお願いいたします。

浅野 秀浩君（ダブル）

先週の静大連携講座アワーでは、皆様の御協

力による成果が披露できましたこと改めて御

礼申し上げます。また今日の地区担当アワー

では来年度の淺原年度ガバナースタッフを紹

介いたします。先週の結婚祝いのお礼も兼ね

スマイルします。

久保田 隆君（ダブル）

●月●●日の誕生日のスマイルです。ありが

とうございました。

疋野 智男君

今年のエイプリルフールで●●歳になりまし

た。

石川 雅章君

誕生日のお祝い、誠にありがとうございます。

●月●日で●●歳になりました。また、当社、

株式会社エスクリエイトも４月１日で操業

７５周年となりました。まだまだ未熟な私で

すが、今後ともどうぞよろしくお願いします。

堀池 彰君

結婚記念日に春らしい桜色（ピンク）のコラー

ジュが届きました。ありがとうございました。

今年も無事に結婚記念日を迎えられたました

ことを感謝し、・・・スマイル致します。

茂成 直政君

先週、結婚記念日の大変綺麗なお花を頂戴し

ましてありがとうございます。神奈川にいる

妻からとてもうれしいとの連絡と携帯写真が

送られてきました。今年で●●回目の記念日

となりました。

４番山本さんテーブル

満席スマイル。

１２番平城さんテーブル

満席スマイルです。

２１番堀池さんテーブル

満席スマイル。

牧田さんテーブル

満席スマイル。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

4/4 101（100）
68 名

現地 62 名
Zoom 6名

33 名 67.32％

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

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

　



◦地区研修アワー◦

『次年度地区出向者・地区事業説明』

国際ロータリー第２６２０地区

次年度地区幹事　浅野 秀浩さん

１　淺原次年度ガバナーより、来年度の地区

目標について

・３年前の地区大会ステージで、ガバナーノ

ミニーデグジネートとして紹介されて以来、

ノミニー、そしてエレクトと、研鑽を積ん

で参りました。

・エレクトがガバナーに就任するに当たって

様々なセミナーを受けますが、その頂点と

言もえるのが国際協議会です。例年１月中

旬頃に全世界から５００名以上のガバナー

が集まり、ホテルで１週間缶詰になって研

修を受けるのですが、残念ながらオンライ

ンに変更になり拍子抜けしけました。とは

言え、オンライン研修を２月に受講しまし

た。

・１２７年の歴史を誇る国際ロータリーにお

いて、今年７月より初めての女性国際会長

が誕生します。ジェニファー・ジョーンズ

さん、というカナダ・オンタリオのロータ

リークラブの所属です。

・次年度テーマ、「イマジン ロータリー」が

発表されました。イマジンと言えば、私達

の世代ではジョン・レノンの「イマジン」

を思い起こします。平和を願って、ベトナ

ムの戦禍１９７１年に生まれた曲ですが、

そこから５０年のを時を経て、ウクライナ

で再び戦火に追われる数多くの人々がいま

す。戦争が起きるたびに歌い継がれると言

われる、この名曲、この題名を次年度のテー

マとして選んだのは偶然の一致か、神様の

いたずらでしょうか？

・ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長エレク

トが、次年度テーマ「イマジン ロータリー」

で、ロータリーが持っている力の繋がり、

これによって世界にもたらされる変化を想

像して欲しい、と呼びかけました。このメッ

セージをどの様に受け止めれば良いか考え

て思い当たったのが、この２年間コロナで

思いを果たせなかったロータリーの奉仕の

活動を再開し、親睦により絆を深めること

で、叶えることができるのではということ

です。

・ロータリーの原点である奉仕を通じて、ク

ラブの活性化を図ると共に、地域社会に貢

献する。多くの会員が参加することで奉仕

の喜びを分かち合う。そんな想いから次年

度の地区運営方針を、絆を深めロータリー

活動を再開しよう、という格好で準備して

います。絆を深めロータリー活動を再開す

ることから生まれる変化をイマジン、想像

して欲しいと思います。

・次年度、皆様と共に「イマジン ロータリー」

　できますようご理解とご協力をお願いして

挨拶とさせて頂きます。

２　地区委員会について

山梨県から静岡県全域を対象に２６２０地区

には、７６のロータリークラブがあります。

この地区の来年度のリーダーが淺原エレクト

となります。傘下には数多くの委員会が存在

しますが、各委員会は７６のロータリークラ

ブが連携し淺原エレクトの方針を基に足並み

を揃えて事業活動を行っていきます。



３　静岡ロータリークラブから出向される皆

様のご紹介

会員増強維持委員会 委員　川﨑裕司さん

ロータリー財団委員会 財団資金管理小委員会 

委員長　堀池彰さん

ロータリー財団委員会 財団資金推進小委員会 

委員長　望月啓行さん

兼ＲＬＩディスカッションリーダー　　　　

公共イメージ向上委員会

副委員長　小林武治さん

兼地区大会実行委員長　　　

奉仕活動委員会 委員長　伊藤博さん

奉仕活動委員会 委員　稲葉豊さん

奉仕活動委員会 委員　平尾清さん

青少年交換員会 委員　寺戸常剛さん

兼ＲＬＩ委員会 副委員長

兼ＲＬＩディスカッションリーダー

ＲＬＩディスカッションリーダー　 

疋野智男さん

ローターアクト委員会 委員長　冨永里紗さん

兼危機管理委員会 委員　　

地区財務委員長　野見山浩平さん

国際大会推進委員会 委員長　都築東一郎さん

地区スタッフ　幹事　浅野秀浩さん

地区スタッフ　筆頭副幹事　横山泰久さん

地区スタッフ　副幹事　坂上康さん

地区スタッフ　副幹事　粉川翔太郎さん

地区スタッフ　副幹事　松本博士さん

地区スタッフ　副幹事　佐々木達也さん

地区スタッフ　副幹事　林亮祐さん


