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ガバナー補佐訪問・新会員卓話

 

◆ 司会者         

幹事 浅原 博 君 

◆ 開会の点鐘 

会長 多々良 浩吉 君 

 

◆ ロータリーソング  

ソングリーダー 村松 英和 君  

  

 

◆ お客様の紹介 

会長 多々良 浩吉 君 

 

◇国際ロータリー2620地区静岡第 5分区  

ガバナー補佐 蒔田 政明 様 

 

◇国際ロータリー2620地区静岡第 5分区  

ガバナー補佐 事務局長 法月 昭治 様 

 

 

 

 

 

 

◆ お食事 

  

 

◆ 会長挨拶 

会長 多々良 浩吉 君 

 

静岡第五分区は 80名以

上の会員を誇る静岡のロ

ータリークラブから 20数

名の静岡北迄、又地域も

静岡市から榛南区域迄と

広く、その上それぞれ歴

史も考え方も違うクラブを蒔田ガバナー補佐は良く

まとめ順調に運営してこられました。 

さらに第五分区の９クラブの会長、幹事の考えをま

とめ、高野ガバナーに進言していただき、我々の考え

を取り入れていただいた事も何回かありました。 

任期はもう少しありますが、蒔田ガバナー補佐にこれ

までのご苦労に対して感謝申し上げます。 

 

 

 

 

『今日の食事』 

 

 

 

「それでこそロータリー」「暁に祈る」 



◆ ガバナー補佐挨拶         

幹事 浅原 博 君 

◇国際ロータリー2620地区静岡第 5分区  

ガバナー補佐 蒔田政明様 

 

あらためまして今日

は！ガバナー補佐の蒔田

です。 

任期も残りわずかとな

り、最後のクラブ訪問に

伺いました。と言うよりも、この一年間、若僧の私を

サポートして頂いたお礼と、IM に多くの方々にご参

加を頂きました事のお礼に伺いました。本当に有難う

ございました。 

今日は、皆さんにとってお気の毒だと思いますが、

このクラブが適切に機能しているか否かのチェック

リストを持って伺いました。そのチェックリストに私

の所見を添えて地区に送ることになっております。 

つまり、「補佐を丁重に扱え…」ということだと思い

ます。ガバナーのご配慮です。素敵でしょ！高野ガバ

ナーって。 

 一年半前、補佐の研修が始まりその時、新宿から甲

府に車で行きました。1 時間 15 分かかりました。甲

府の駅前広場に面するビルは空室だらけ、デパートは

ガラガラでした。県庁所在地の駅前なのに、人が多い

筈なのに…商売の常識が通用しない街だと思いまし

た。私は高野エレクトにこの驚きを率直に話しました。

「短時間で大都会に接するため、買い物は東京で…」

となってしまうんだそうです。私は「都会にない物を

売るしかない。商品開発しか生き残れない。そのため

には企業がコラボして新商品を…」って思いました。

コラボの必要性を痛感しました。 

 そんな思いもあり、地区大会では大井川の伏流水を

ブースに置いてもらいました。安倍川餅と黒はんぺん

を出品しました。水なら半製品なのでコラボ用にバッ

チリだと思いました。会場では裏千家の方々がお茶を

立てるって聞きましたので、その水を売り込んでみま

した。希望は、千玄室氏が参席してのお茶、その水に

使って頂きたい。そうなれば水のプレミアム化に繋げ

てあげられるかも…って事でした。が、二番手で NG

でした。コラボの件、一朝一夕には無理。 

それでもベクトルは残しました。 

 話を転じます。4000 人いた会員が 10 年で 3000 人

になりました。そこで私は会長幹事会でこんな提案を 

 

しました。「クラブのメンバーを数ヶ月間、何人か他

のクラブの人と入れ換える検討をして下さい。メーキ

ャップ代を無しにして、メンバーを数ヶ月バーターす

る」という提案でした。難しいなら、近隣のクラブと

合同例会を頻繁に行えば良い事です。よそのクラブの

方ともっと近しくなれますし、クラブ運営を安くする

方法も知ることが出来ると思います。コラボする相手

も見つかるかも…って思う訳ですが、そんなことより

何より面白く楽しくなると思っています。 

 「今日の例会は面白いですか？楽しいですか？何か

得る物がありましたか？」。そうでないとしたら、ロ

ータリーの魅力って何ですか？「奉仕があるじゃない

か」って思った方。その方に伺います。その奉仕はロ

ータリーアンでないと出来ない奉仕なのでしょう

か？ロータリーは輝いているのでしょうか？空室だ

らけのビルもガラガラのデパートも行きたくありま

せん。輝いてないからです。輝きのないところに集ま

るのは野次馬だけです。ロータリーはどう輝いている

のでしょうか？退会者が多いのも、増強が難しいのも

輝きの無さに比例しているのではないでしょうか？

原点が見えたような気がします。 

 例会は始まれば食事中以外、雑談も出来ないシステ

ムです。雑談も出来なくて仲良くなれますか？打ち解

けあった話しが出来ますか？毎週一回会っているの

に、信頼が深まっていますか？このシステムを続けて

いて良いのでしょうか？現状のギリギリを考えての

提案でした。既に私は消え失せるタイミングです。「い

つやるの？今でしょ！」なんて言いません。2620 地

区もうすぐ「運営に苦悩する時期」が来ます。そした

ら、この提案を思い出して検討してみて下さい。 

 1 年間、未熟な私をサポートして頂きまして有難う

ございました。お陰で楽しく補佐生活を過ごせました。

ロータリーも会員各位も輝く存在でありますよう、期

待して補佐を辞したいと思います。 

有難うございました。 

 

 

◆ 幹事報告 

幹事 浅原 博 君 

 

① 次週、5月 23日(木)の例会は、次年度の委員会

別クラブフォーラムとなっております。なるべく

多くのご出席を頂けますよう、お願いいたします。 

 

 



 

② 次年度の会員名簿作成に必要の為、変更の有無を

チェックしてください。本日回覧いたします。 

 

③ 焼津市日中友好協会より総会の資料が参ってお

りますので、本日回覧いたします。 

 

④ 近隣クラブの例会変更通知を回覧いたします。 

 

◆ 副幹事報告（幹事代読） 

副幹事 深沢 英雄 君 

 

次年度理事会において承認されました、 

2013～2014年度組織表を本日配布いたします。 

 

◆ 委員会報告 

新世代委員会 杉本 昭委員長 

  

「校長会開催の件」 

 

 

 

 

◆ 会員のお喜び 

  

 

【本人誕生祝】 

 橋本 喜史 君  S9.5.19 

 

【結婚記念日】 

 鈴木 啓央 君  H4.5.17 

 

【入会記念日】 

 福井 茂 君   H24.5.17 

  

                                                                                                                                       

◆ スマイル報告 

スマイル委員会 村田 昌弘 君 

① 小原 昇 君 

1. 4 月 29 日（月）昭和の日 

小原会＋焼津ロータリークラブのコンペが浜岡ゴル

フ場で有り 125 名の出席で盛大に出来ました。 

2. 5 月 14 日（火）富士見ヶ丘カントリクラブで 2 組で

出席しました。受付で小原さんが当クラブでプレー

する中で一番年長者ですので写真を撮らせて頂き、

インターネットにのせるのでお願いしますと言われ

ました。 

 

② 薮崎 二三男 君 

静岡新聞の焼津支局長に焼津市のために張切った新

支局長の紹介がありました。5/14 朝刊政経紙面に会

員の商工会議所、槙田会頭の記事ごらんいただいた

と思います。焼津市の深刻な状況を訴え、活性化に

向けオール焼津で地域振興を進めたい抱負を力強く

語っておられます。 

 私の取扱う新聞紙面

に会員が紹介されたと

き、スマイルさせても

らいます。 

 

◆ 新会員卓話 

幹事 浅原 博 君 

◇福井 茂君  入会年月日 2012年  5月 17日 

◇福﨑正展君  入会年月日 2012年 10月 4日 

 

親睦活動 委員会 松岡 好子 君 



 

◆ 謝辞（お礼） 

会長  多々良 浩吉 君 

 

◆ 閉会の点鐘 

会長 多々良 浩吉 君 

 

 

 

 

 

 

◆ メークアップ 

青島 直久 君 （みなとマラソン協力） 

松村 友吉 君 （みなとマラソン協力） 

 

◆ 出席報告 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 
4月25日 

M-UP 

確定 

出席率 

5月

16日 

50 

（49） 
40名 81.63% 2名 72.00% 


