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第 2449 回例会   No 4     2010～2011  7月 22日     会報担当  浅原 博 

「「「「    ガバガバガバガバナーナーナーナー補佐公式訪問補佐公式訪問補佐公式訪問補佐公式訪問（（（（クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会））））    」」」」 

◆◆◆◆    司会者司会者司会者司会者  幹事     岡 村 延 昌  君     

◆◆◆◆    点点点点    鐘鐘鐘鐘  会長     倉 嶋 伸 康  君     

ROTARY-SONG  

 「 我らの生業 」  

 「 今、潮騒のまちへ・・・ 」  

SONG-LEADER  鈴  木 啓  央  君  

◆◆◆◆    ＧＵＥＳＴＧＵＥＳＴＧＵＥＳＴＧＵＥＳＴ     

国際ロータリー第 2620 地区静岡第 5 分区  

ガバナー補佐   青島克郎 君  

ガバナー補佐事務局長 後藤  功 君  

 

 

◆ 会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶  会長   倉  嶋 伸  康  君     

本日は、青島ガバナー補佐の公式訪問例会で

す。青島ガバナー補佐、後藤事務局長にご出席い

ただきました。ありがとうございました。本日は

例会前の 11 時 30 分から、会長、幹事、会長エ

レクト、副幹事に槙田クラブ研修リーダーを交え

てガバナー補佐との懇談会が行われ、クラブ運営

につきまして多くの示唆をいただきました。青島

ガバナー補佐につきましては、7 月第 2 例会で卓

話をいただきましたので、今さらご紹介するまで

もございませんが、青島ガバナー補佐は、2620

地区中山ガバナーより任命され、ガバナーを補佐

するとともに、ここ静岡第 5 分区の 9 クラブの運

営に関して私ども会長幹事のご指導をしていた

だく役目です。焼津クラブでも伊佐会長年度に、

大石訓永君がガバナー補佐に任命されました事

は、記憶に新しい事であります。今回の青島ガバ

ナー補佐の訪問目的は、来月 8 月 19 日の例会に

中山ガバナーが焼津クラブに公式訪問していた

だきますが、ガバナー公式訪問がスムースに所期

の目的を達せられるように、焼津クラブの実情を

ガバナーに情報提供し、報告するための本日の公

式訪問です。従来のガバナー補佐訪問では、例会

後、委員長、新会員に集まっていただいて、クラ

ブ協議会を開催しておりましたが、ここ 2-3 年は

例会の場で全員参加によるクラブ協議会となっ

ております。クラブフォーラムのような形式にな

りますが、今年も、青島ガバナー補佐の、『全員

参加する例会で全ロータリアンの皆さんに意思

統一していただき、クラブ運営に反映させること

のできるような例会にしてほしい』という方針に

沿って、食事をとりながらテーブルデイスカッシ

ョンしていただくことになりました。テーマは、

出席率向上策についてデｲスカッションしていた

だきます。歴代の出席委員会が『すべての奉仕は

例会出席から生まれる』と例会場に掲示して頂い

ております通り出席がロータリアンの義務で

す。『ロータリーの友購読』『会費納入の義務』と

ともに『例会出席』はロータリアンとしての三大

義務とされております。ロータリアンの皆さんが

出席し易い例会にするにはどんな知恵を絞った

らいいのか、無断欠席を減らすにはどうしたらい

いのか、皆さんの忌憚のないご意見を今後のロー

タリー運営に生かして行きたいという趣旨で本

日は、短い時間ですがガバナー補佐訪問例会の趣

旨とさせていただきます。  

デイスカッションの時間は、余りとれません

が、各テーブル毎に発表していただき、最後に青

（（（（焼津焼津焼津焼津ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ会長会長会長会長テーマテーマテーマテーマ）））） 

２０１０２０１０２０１０２０１０～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１    ＲＩＲＩＲＩＲＩテーマテーマテーマテーマ    

例会日／毎週木曜日 12:30～13:30 毎月最終木曜日 18:00～19:00(11月～3月除) 

例会場／焼津鰹節会館２階ﾎｰﾙ TEL 629-4850 
事務所／焼津市焼津 5丁目 16-16 TEL 629-4850  FAX628-7669 



島ガバナー補佐にコメント頂き、1 時 30 分には

閉会する例会にしたいと思います。ご協力よろし

くお願いいたします。 

 

◆ 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告       幹事  岡  村 延  昌 君  

①  焼津市振興公社より、第 34 回まちかど展の

表彰式への出席依頼が参っております。日時

は 7 月 25 日 14 時から開式です。当日は松村

会長エレクトに出席をお願いします。尚、ま

ちかど展は 7月 17日より 25日まで開催され

ます。  

②  焼津市水産教育研究会より、第 45 回焼津市

ボートレース大会のご案内が参っております。

日時は、7月 31日 8時 30分から開会式です。

当日は倉嶋会長と村松新世代委員長に出席を

お願いします。  

③  次回例会は、サッポロビール静岡工場におい

て納涼夜間例会となっております。17 時 30

分より受付開始で 18 時点鐘となっておりま

すので、お間違いの無い様にお願いします。

例会に先立ちまして、16 時より 50 周年実行

委員会を開催しますので、ご出席をお願いし

ます。17 時より第 2 回理事会を開催しますの

で、ご出席をお願いします。  

④  近隣クラブの例会変更通知が参っております

ので回覧します。  

    

◆ 出席報告出席報告出席報告出席報告    

 

◆ メメメメ――――クアップクアップクアップクアップ 

村松孝保君 （委員会）  

深沢英雄君 （委員会）  

 

◆ 委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告     

○親睦活動委員会  大石鉃郎君  

7 月 29 日の納涼夜間例会ですが、より多くの奥

様方の参加をお願いいたします。  

 

○クラブ広報委員会  青島直久君  

7 月 28 日、四川飯店にて 18 時 30 分よりクラブ

会報委員会の炉辺会議を催しますので、該当者は

出席をお願いします。 

○50 周年実行委員会  村松孝保君  

50 周年実行委員会『今、潮騒のまちへ・・・』

普及活動の件。静岡新聞に記事を掲載させて頂い

たところ、反響が多く「FM 静岡」より出演依頼

があり、7 月 30 日 13 時 35 分～13 時 55 分の 20

分間、生放送で出演してきます。  

 

◆ 同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○麻雀同好会  大石博之君  

第 1 回麻雀同好会主催の麻雀大会を藤枝市〈あす

か〉にて開催しました。麻雀を楽しむ方が昔より

少なくなったとも言われていますが、スポーツと

して健康維持、頭の体操として麻雀に対しての認

識も時代の流れで変わってきております。勝負は

ありますが、それ以上の卓を囲む仲間として又、

頭の体操としてのスポーツとして、これから少し

ずつ同好会を広げて行きたいと思います。ちなみ

に大会の賞品はフルーツ盛り合わせにしまして、

健全な運営を心がけていきますので、よろしくお

願いします。  

 

◆ 会員会員会員会員のおのおのおのお喜喜喜喜びびびび     

   親睦活動委員会  森  本 達  二 君 

 

○本人誕生祝  

芝崎良人君  S24.07.28 

 

○夫人誕生祝 

橋本喜史君 （佳子様） 8.1 

村松淳旨君 （順子様） 8.14 

田代晴通君 （悦子様） 7.29 

 

○入会記念日 

槇田 堯君  H07.8.24 

秋山和幸君  H13.07.26 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 
7月 8日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 22日 54（51） 43名 84.31％ 2名 82.35％ 



○創立記念日 

松永平八郎君 

山松水産（株）  S44.07.24 

多々良 匡君 

（株）丸一家具センター S42.08.01 

村松淳旨君 

村松公認会計事務所  H12.08.01 

鈴木啓央君 

焼津神社  反正天皇 4年（西暦 409年）.08.13 

奥川将之君 

将建マテリアル（株）  H10.08.01 

    

☆☆☆☆スマイルニューススマイルニューススマイルニューススマイルニュース        

 スマイルボクサー  大  井 基  明 君  

○会長 倉嶋伸康君・幹事 岡村延昌君  

・青島ガバナー補佐、後藤事務局長の公式訪問を

歓迎します。クラブ運営に関するご指導よろしく

お願いいたします。  

 

○増田欣平君  

・去る、7 月 16 日島田ゴルフコースで行われた。

まるせい信友会のコンペで、平成 20 年 4 月以来

2 度目のホールインワン（No17H）を授かり、そ

の上優勝をさせて頂きました。誠にありがとうご

ざいました。  

 

○鈴木梅二郎君  

・会員選考委員会の委員長を任命されました。ご

指導よろしくお願いいたします。  

 

○小原 昇君  

・孫の小原健太郎が 8月 8日～11日に行われる、

沖縄のインターハイ空手の部に出場が決まりま

した。少しですがスマイルさせて頂きます。尚、

上位入賞が出来た時は、もう一度スマイルします。 

 

◆ クラブクラブクラブクラブ協議会開催挨拶協議会開催挨拶協議会開催挨拶協議会開催挨拶     

○国際ロータリー第 2620 地区静岡第 5 分区  

ガバナー補佐  青  島 克  郎 君  

 

 

 

 

 

 

 

 

先日のガバナー方針伝達では貴重なお時間を

頂戴しお話しさせて頂き有り難うございました。

ガバナー方針伝達で分区内の各クラブを回らせ

ていただき、改めてそれぞれのクラブの違いを知

ることができました。例会においての席の決め方、

食事や進行のしかた、会長報告のスタイル、歌の

斉唱でロータリーソング以外にクラブソングが

用意されていたり歌謡曲や唱歌を歌ったり、クラ

ブ員同士の握手の時間があったり、スマイルやお

祝いの内容や発表の仕方、委員会報告の仕方、挙

げればきりがない程のクラブごとの工夫が見ら

れます。クラブ計画書の作り方でもそれぞれの内

容や表し方に工夫がありかなりの違いがありま

すし、奉仕活動の内容についても実に様々です。

ロータリーは一つ一つのクラブの存在と活動が

最も重要であり基盤で有りますが、国際ロータリ

ーという世界組織の一員でもあります。 大きな

組織を運営していくためには定款や細則などの

規約も必要になりますし、CLP のような指針に

も同調していかなければなりません。しかし、こ

れらはロータリーの各クラブを活動的で良いク

ラブにするためのものですから、これらのことが

クラブの活動を縛り、クラブの自由な発想を阻害

するものではあってはならないと思います。本日

のクラブ協議会においても遠慮のない自由な意

見が多く出て、それらがクラブの今後の発展に結

びついてくれることを願っています。  

長年にわたりクラブ協議会は各委員長さんに

よるクラブの委員会の計画発表の形式が取られ

ていましたが、静岡第 5 分区では近年、特に会員

減少の傾向に歯止めをかけ会員増強することが

第一の目的とされ、クラブフォーラム形式による

グループごとでの討議、そして、そのまとめを発

表すると言う方法が多くのクラブで採用されて

います。今年度のクラブ協議会は会員増強という

ような絞り込んだ内容でなく、もう少し広い観点

から「魅力有るクラブ作りのために」という大目

的を上げさせていただきました。確かに会員減少

は大きな問題ですがクラブを魅力的にし在籍会

員がロータリーライフを大いに楽しめ、やり甲斐

が感じられれば結果として会員増強つながるも

のと考える事ができると思います。  

クラブ協議会やクラブアッセンブリーの形式、

クラブフォーラムの形式、パネルディスカッショ

ンの形式その他、形式にこだわらないで各クラブ

が相応しいと思われた方法での開催をお願いい

たしました。  



また、話し合われるテーマの内容やテーマの数に

ついてもクラブにお任せいたしました。委員会の

活性化が魅力的なクラブを作るために有効であ

れば委員会の計画を全ての会員に良く理解して

頂き協力してもらうことも良いでしょうし、例会

を楽しくするための方法を話し合うのも良いで

しょう、また、例会出席率を高めること、より会

員同士の親睦を図ること、効果的な奉仕活動につ

いて考えること、挙げればきりがないと思われま

す。焼津クラブさんの例会場に入りますと「すべ

の奉仕は例会出席から生まれる」という標語が目

に飛び込みます。まさにその通りですし、今回の

「魅力あるクラブ作り」という大テーマにも直結

する議題だと思います。最も基本である例会出席

について改めて見つめ直しフォーラムという形

でディスカッションをしようという倉嶋会長さ

んのクラブへの気持ちが伝わって参ります。 

皆さんの活発なごご意見により本日のクラブ

協議会が実りあるものとなることを願ってクラ

ブ協議会開催に当たっての挨拶とさせていただ

きます。  

 

◆クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会にににに臨臨臨臨みみみみ  

出席委員長  鈴  木  通  元 君  

50 周年の記念すべき年度に出席委員会をお受け

し、例会時に幹事が出席を発表するのを聞くたび

身の竦む思いがします。私が、入会して 35 年た

ちますが、入会当初は企業間や先輩、後輩が身近

であり、コミュニケーションが取れていたように

思います。入会して 3 年目に地区大会を焼津で開

催する事になり、その紹介のため山梨県勝沼のク

ラブを訪問した時、葡萄畑からそのままの作業着

のまま例会に駆けつけた会員を見て、地元のクラ

ブらしさに感銘を受けた事を思い出します。最近、

地域の産業が様変わりをしてきましたが、楽しみ

ながらロータリーに参加できるような環境がど

うしたら出来るか、皆様方の知恵を拝借したいと

思います。今日は、実りあるディスカッションを

お願いし出席率向上に役立てればと思います。  

 

◆ クラブクラブクラブクラブ協協協協議会開催議会開催議会開催議会開催     

本日のクラブ協議会は、青島ガバナー補佐の『全

員参加する例会で、全ロータリーアンの皆さんに

意思統一していただき、クラブ運営に反映させる

ことのできるような例会にしてほしい』という方

針に沿いまして、食事をとりながらテーブルディ

スカッション形式の例会とします。  

テーマは、出席率向上についてディスカッション

していただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『出席率向上出席率向上出席率向上出席率向上』』』』代表発表代表発表代表発表代表発表     

① 鈴木啓央君  

・ 例会出席時の服装は仕事着や、ラフな服装

でも良いのではないか。着替える時間が無

い場合は、欠席せざるを得ない場合もある。 

・ 卓話時間について 30分言う縛りは設けな

くても良いのでは、早く終わればそれでも

良いのでは。  

② 山中一成君  

・ メークアップを率先して受けるようにし

たらどうか。  

③ 鈴木 薫君  

・ 毎例会時の出席率の発表は効果的である。 

・ メークアップのシステムを新入会員中心

に周知させる。  

・ 出席率の良いクラブを研究する。  

④ 秋山和幸君  

・ ペナルティ的なスマイルではなく、例会欠

席の意味を意識したスマイルを心がける

ようにする。  

⑤ 槇田 堯君 

・ 本人の心掛けの問題だ。 

1. メークアップは出席する人のためにある。 

2. 忙しい、スケジュールが重なるだろうが、

ロータリー例会出席の優先順位を高めて

もらうしかない。 

3. 一週間に一度、例会に出席する意味、価値

を再認識してもらいたい。 

⑥ 藪崎二三男君 

・ 昔は非常にメークアップの縛り及び出席率に

対して厳しかった。メークアップを一生懸命

に行った。それにより良い思い出も出来た。 

・ 何にしても健康でなくては続けられない。 



⑦ 青島直久君 

・ 講話や会場及び食事等の問題ではない、本人

の意識の問題である。 

⑧ 村松孝保君 

・ 個々の意識の問題である、メークアップの本

来の意味を理解する事が重要です。 

 

◆ 青島ガバナー補佐総評 

○服装について  

クラブを回ると良く服装の話が出ます。ネクタイ

を締めなければ正装ではないという考え方は間

違いだと思います。品位や清潔さがあれば、それ

で良いのではないでしょうか。  

 

○メークアップについて  

出席率の低下の理由は難しい。記録や数字あわせ

のメークアップはやらない方が良い。他クラブへ

訪問し一緒に食事をとり会話をかわす、それが真

のメークアップである。  

 

○ペナルティについて 

ペナルティの話ですが、ペナルティを課せばその

人の考え方が変わるとは思えない。個々の考え方

の問題である。  

 

○欠席者の固定化について  

欠席率を下げているのは一部の会員です。それは

例会出席の優先順位の問題であり、例会が楽しい

と思えるような例会及びロータリー活動にする

ことで、優先順位を上げることができるのではな

いでしょうか。  

 

○健康について  

最近、ロータリークラブも高齢化が進み、仲が良

い仲間が病気がちになったりして欠席が多くな

ると、周りも元気を失っていきます。その様な状

況時、若い会員や周りの会員が会話を交わして寂

しさを解消するよう気遣いをするのも必要と思

います。  

 

 

 


