
第 2858 回例会(第 3 回)  ガバナー公式訪問例会  7 月 18 日(木)12:30～ 

司会  塩川 彰 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 君 ♪奉仕の理想 ♪いま、潮騒のまちで 

４つのテスト 職業奉仕委員会 永田 貴三 委員長 

ゲスト  R I2620 地区 ガバナー 安間 みち子（あんま みちこ）君(浜松ハーモニーRC) 

R I2620 地区幹事 中村 皇積（なかむら こうせき）君(浜松ハーモニーRC) 

R I2620 地区静岡第 4 グループ 

ガバナー補佐 安部 寛(あべ ひろし)君 (磐田 RC) 

ビジター 焼津南ロータリークラブ 小梁 博治(こはり ひろじ)君 

  焼津南ロータリークラブ 河村 立哉(かわむら たつや)君 

 

 

 

 

村松 

英昭 むらまつ ひであき 君 藤枝 R C) 

R 

I2620 地区静岡第 4 グループガバナー補佐 

平 和則 たいら かずのり 君 藤枝 R C)ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 君  ♪そ

れでこそロータリー ♪いま、潮騒のまちで 

 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 永田 貴三委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー、会長幹事会 

 

安間みち子ガバナー、中村皇積地区幹事、安部寛ガバ

ナー補佐と鈴木啓央会長、塩川彰幹事、村田昌弘副幹

事のメンバーでガバナー、会長幹事会が開催されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様入場 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 啓央 会長 

 
本日はガバナー公式訪問

で、安間ガバナー、安部ガバ

ナー補佐、中村地区幹事にお

越し頂きました。午前 11 時

より会長幹事会が行われ、ク

ラブの現況報告をするとと

もに、本年度ガバナーの方針

により新設された戦略計画

委員会についての詳しくそ

して丁寧なご説明を頂きました。戦略計画委員会は各クラブの

目指すところを明確にすることで、クラブの活性化を図るとと

もに、新たに勧誘する人々に“焼津ロータリークラブが何を目

指しているのか”ということを解り易くするために必要である

ことがよく分かりました。今後、委員会メンバーと協議を重ね、

方針を明らかにしていきたいと思います。 

話は変わりますが、イギリスの高級百貨店チェーン創業者で

あるハリー・ゴードン・セルフリッジという方の言葉で面白い

ものを見つけたのでご紹介します。 

「ボスとリーダーの違い」 

ボスは人を追い立てる、リーダーは人を導く 

ボスは権威に頼る、リーダーは志・善意に頼る 

ボスは恐怖を吹き込む、リーダーは熱意を吹き込む 

ボスは私と言う、リーダーはわれわれと言う 

ボスは時間通りに来いと言う、リーダーは時間前に 

やってくる 

ボスは失敗の責任をおわせる、リーダーは黙って失敗 

を処理する 

ボスはやり方を胸に秘める、リーダーはやり方を教え 

る 

ボスは仕事を苦役に変える、リーダーは仕事をゲーム 

に変える 



ボスはやれと言う、リーダーはやろうと言う 

 

職場でもロータリークラブでも、また他の団体でも、あの人

はボスだな、あの人はリーダーだなという感じで色々な方の顔

が浮かんだのではないでしょうか？さて、自分はどちらでしょ

う？ 

新会員入会式 

１．新会員紹介 

久保田 倫生 君（清水銀行） 

見原 範彦  君（焼津総合法律事務所） 

２．バッジ・4 つのテスト贈呈  

国際ロータリークラブ第 2620 地区 

安間 みち子ガバナー 

３．所属委員会について  幹事 塩川彰 君 

2人の所属委員会は会場監督および親睦活動委員会となりま

す。 

４．新会員挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

青少年奉仕委員会 石田 江利子 委員長 

20 日、春風寮のこども夏まつり支援で 15 名に参加頂くことになりま

した。準備があるので 16時 30分に集合ください。 

駐車場ですが、昭和機械様の駐車場をお借りすることになりました。 

親睦活動委員会 柴田 英典 委員長 

来週の例会は、サッポロビール静岡工場様の方で、家族納涼例会を開

催いたします。当日イベント、抽選会などをご用意しておりますので

楽しんでいただければと思います。 

 

 

 

グルメ同好会      青島 直久 君 
8月 5日(月曜日)グランディエールの方で、ビアパーティがあ

り、そちらでグルメ同好会を開催予定です。 

 

 

坂本 繁 君 

鈴木啓央君、塩川彰君 

安間ガバナー、安部ガバナー補佐、中村地区幹事のご来

訪を心より歓迎します。 

2017～2018 年度地区幹事チーム 

（倉嶋伸康君、浅原博君、岡村延昌君、村田昌弘君、 

奥川将之君、山竹葉子君、塩川彰君、芳村正樹君、 

金丸好孝君、藤島祥人君） 

安間ガバナー、安部ガバナー補佐、中村地区幹事のご来

訪を心より歓迎します。御指導よろしくお願いいたしま

す。 

見原健司君 

現在藤枝 MYFC は 3 位と好調ですが、ホームゲーム

の観客動員には大変苦戦しております。7月 21日日曜日、

7月 27日土曜日は藤枝総合運動公園で 2連戦となります。

7月 27日の試合はサッポロビール様のご協力でビールを

一杯 100 円で販売します。ぜひご来場ください。お越し

いただける方はお声掛けください。よろしくお願いいた

します。 

鈴木啓央君 

7月 15日、熱海の来宮神社のお祭りに行ってきました。 

祭典の後の食事会で熱海の美人芸者さんのイチオシ 

が伊豆限定のサッポロビール黒ラベルでした。聞けば 

静岡工場で作られているとの事。私はお酒が飲めませ 

んが、なんだか嬉しくなったのでスマイルします。 

 

ガバナー講話 

R I2620 地区  安間  みち子  ガバナー  

 
皆さま、こんにちは。 

国際ロータリー第 2620地区

2019-2020 年度ガバナー安

間みち子です。１年間どう

ぞよろしくお願い申し上げ

ます。焼津グランドホテル

に久しぶりに戻って来て松

村ガバナー年度を思い出し、

懐かしく思いました。焼津

RC の皆さまにも再会できて

嬉しく存じます。さて、私は、ガバナーのもっとも大切な職務

は、RI 会長のメッセンジャーとして RI の変化、最新情報をク

ラブへお伝えすることと考えます。本年度の RI 会長テーマは、

「ROTARY CONECTS THE WORLD」です。このテーマは、世界８ヶ

国語に訳されており、日本語訳は「ロータリーは世界をつなぐ」

です。テーママークの真中の丸は地球を表しています。その周

りは世界 東西南北各国の人々を表し、色の違いはそれぞれの

人種や文化等の違いを表しています。その人たちがロータリー

を通して世界とつながっていることを表現しています。 今日

は、サンディエゴの国際協議会でマローニー会長が私たちガバ

ナーに語った際の動画をお持ちしましたので、ご覧ください。 

本年度からは、新しい国際ロータリーの戦略計画が展開されま

す。これはビジョン声明を土台に、ロータリーが今後もダイナ

ミックな組織であり続けるための新しいステップであり、４つ

の優先事項を含むものです。 RI のビジョン声明は、日本語訳

よりも英語の方が分かりやすいと思いますのでお示しいたし

ます。大切なキーワードは、「Together、皆で一緒に」、「people 

unite、手をつないで」「take action、行動する」です。 

 RI の戦略計画に置ける４つの 優先事項は、「より大きな

インパクトをもたらす」「参加者の基盤を広げる。」「参加者

の積極的なかかわりを促す。」「適応力を高める」です。 

世界中のロータリアンが、また、焼津 RC の皆さまが一緒に「つ

ながり」を感じながらロータリーを推進していくことを期待い

たします。本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

7月4日 

M-UP 

確定 

出席率 

7月 18日 
54 

(54) 
45名 83.33% 3名 85.19% 

 

 

 

 
近藤 吉典 君 （グルメ同好会） 

増田 一郎 君 （グルメ同好会） 

藤島 祥人 君 （グルメ同好会） 


