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■ 会 長 報 告         江﨑 晴城君 

50周年を迎え

る藤枝ロータ

リークラブ新

年度のスター

トとなりました。 

1972年の創立

以来、つないで

きた親睦の和、奉仕の精神を次の 100年に向け

て、綿々とバトンを渡せるよう、微力ではありま

すが、山田、平野両幹事、また松葉会場監督、

森下周年実行委員長に助けていただきながら、

役目を果たしたいと思います。 

50周年のテーマは「かわらないもの。かわって

いくこと。みんなでつくる 50周年」です。 

先月青島克郎さんとの会話で、「コロナや経済

対策など菅首相が発言すれば、なにかと批判

されるが、その点藤枝ロータリークラブは会長

がどんなことを言ってもみんな善意で温かく受け

とってくれるから、大丈夫だね」と言われました。

入会 11年目、チャーターメンバーで 10周年の

会長をさせていただいた、なき父とは 9年間親子

で在籍させていただきました。順番ではあります

が 50年の節目を会長として務めさせていただく

ことを光栄に思うと共に責任を感じます。未熟

で至らないところばかりですが、どうか温かく

見守り接してご協力ください。 

コロナワクチン接種が始まりましたが、今しば

らく、スクール形式を続け、前年同様出席に関

しては、体調優先で例会前日午前中までに欠席

を事務局にお知らせいただければ出席扱いと

したいと思います。 

また、2620 地区、全国で初めての試みですが、

会員限定公開で、カメラで例会を YouTube Live

をつかい動画生配信します。細則改定が必要で

すので、視聴を例会出席扱いにするまではまだ 

いきませんが、柔軟な例会参加への実証実験です。

準備いただいた委員会のみなさんに感謝します。 

一年間よろしくお願いします。 

■ 理 事 会 報 告        山田 賀昭君 

・7.8月例会プログラムが承認されました。 

・8/10.11記念イベントについて、イベント内容が 

 承認されました。8/11が例会扱いとなります。 

 コロナ禍での計画のため、今後の変更もあります。 

・8/18納涼夜間例会について、日程が承認され 

 ました。場所については、キャンセル規定を 

 確認のため検討中となります。座席、アトラ 

 クションについても継続審議となります。 

・2021-2022年度クラブ計画書が、多少の変更 

 がある事も含めて承認されました。 

・会費納入について、2021-2022年度上期会費 

 が承認されました。 

■ 幹 事 報 告          山田 賀昭君 

・英字版 the Rotarianが届きました。 

・日本事務局より 

財団室 NEWS2021年 7月号が届きました。 

・国際ロータリー第 2620地区ガバナー事務所より 

ガバナー月信 2021.6月号が届きました。 

2021-20年度 RLI日程のご案内が届きました。 

公共イメージ向上のための Youtube動画公開 

のお知らせが届きました。 

・ロータリー東日本大震災青年支援連絡協議会より 

 風の便り Vol.6 No.11が届きました。 

■ 出 席 報 告         土屋 富士子君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

39／42 92.85％ 40／42 95.23％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 鈴木舜君 仲田晃君  
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■ ゲ ス ト                        

フィン ティ タンさん（米山奨学生） 

■ スマイル B O X       土屋 富士子君 

・藤枝ロータリークラブの伝統をしっかりと受 

 け継ぎ、時代の変化に対応し、地域から更に 

 期待されるクラブになるよう努めていきます。 

 一年間よろしくお願いします。 

    江﨑 晴城君、山田 賀昭君、平野 純也君 

・お祝いありがとうございます。本人にまちが 

 えなく渡します。       大塚 高弘君 

・前年度財団米山委員長をさしていただき皆様 

 の協力によりぶじ終わる事ができました。引 

 き続き今年も同じ役を仰せつかりました。今 

 年度もよろしく協力お願いします。 

                 松葉 隆夫君 

・本日よりお世話になります。中部電力パワー 

 グリッド(株)の遠藤です。伝統ある藤枝ロー 

 タリークラブに入会でき、光栄です。これか 

 らよろしくお願い申し上げます。遠藤 達哉君 

 

スマイル累計額  ９，０００円 

 

■ 会 員 卓 話                   

 

新会長 

 江﨑 晴城君 

 

 

 

 

 

 

 

新幹事 

 山田 賀昭君 

 

 

 

この度、2021-22年度 藤枝ロータリークラブ

の幹事を務めさせていただくことになりました。 

50周年を迎え伝統あるクラブの幹事として重責を

担えるよう未熟ではありますが決意と実行を

テーマに頑張ります。 

 江﨑晴城会長の年度方針のもと 皆さんとの

連携を図り務めてまいります。 

1. クラブが効果的に機能するように援助

する 

 理事会・クラブ委員会・クラブ会員に対 

 して地区ガバナー・ガバナー補佐・国際 

 ロータリー・ロータリー財団様々情報を 

 伝達する 

2. すべて情報をキャッチして、クラブ事業

を常に最善の方法に導いていきます 

 ●例会の出席状況と会員満足度について 

 ●例会 委員会事業 出席者数が向上し 

  事業が円滑に進むよう 

   理事会 委員会の報告・通知を徹底 

 ●例会事業の計画・目的・会員のために 

  なっているか 

 ●クラブの改善すべき点は何か 

  以上の問題意識をもって幹事の仕事を 

  進めてまいります。 

幹事の四つテストは 

1. 真実かどうか 

いつも真実かどうかの意識をもって活動

します 

真実一路に 偽りのない.誠実な心を貫き、

まごころこめて進めていく。 

2. みんなに公平か 

公平とは平等に分配を意味します、 

事業を進める大きな基準にいます 

3. 好意と友情をふかめるか 

良き人間関係を築き奉仕の理念を共有し

会員相互のコミュニケーションの向上を

進めます 

4. みんなのためになるかどうか 

ロータリー活動をとうしてみんなに徳

をつみあげて 

ロータリアンとして成長をしていきま

しょう。 

我がクラブの良いところはしっかりと継承して

学んでいきます、ご指導宜しくお願い致します。 

 

新幹事 

 平野 純也君 

 

2021-2022 年度、藤枝ロータリークラブ幹事を

仰せつかりました、平野です。 

 平成 23年 7月に入会し、丸 10年が経ち、11年

目に入りました。 
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この 10 年を振り返ってみますと、先輩方に

可愛がっていただいたお陰で、クラブを続ける

ことができました。これからは、クラブ幹事と

しての仕事をしっかりとやることで、今まで

お世話になったクラブへの恩返しをしていきたい

と考えております。 

藤枝クラブは、今年度は、いよいよ「50 周

年事業」、「サッカーイベント」、「奉仕デーとして

国際交流事業」など、盛りだくさんな年度とな

ります。幹事としての役目は、【クラブの状況を

把握して、クラブの効果的な運営を支え、記録

の管理と報告を行うこと】とあります。今年度、

江﨑会長が円滑にクラブ運営できるよう、山田

幹事と一緒にしっかりと支えていきたいと思います。 

 

私自身、幹事としては初めてのことばかりで、

色々と分からない事が多く、手探り状態ではあ

りますが、自分なりに一年間努めてまいりたい

と思います。 

 

一年間どうぞ宜しくお願いします。 

■ 奨 学 金 授 与                 

 

 

米山奨学生 

フィンティタンさん 

 

 

 

 

■ 入 会 式                    

 

本日、遠藤君が 

入会されました。 

 

 

 

 

氏 名 遠藤
えんどう

 達哉
た つ や

 

勤務先 中部電力パワーグリッド(株) 

役 職 藤枝営業所長 

勤務先住所 藤枝市青木２－１７－３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《7 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

（担当／河森君） 
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ソングリーダー…… 内田 寿美君 

ソング…… 君が代・奉仕の理想 

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 
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