
司会 奥川 将之 幹事
ソングリーダー 坂本 繁 君 ♪君が代 ♪奉仕の理想

第2947回例会(第2回) 7月14日(木) 12:00食事 12:30～点鐘

移動例会 ガバナー公式訪問＆新会員入会式

ゲスト 国際ロータリー第2620地区

ガバナー 淺原 諒蔵(あさはら りょうぞう) 君(静岡RC所属)

静岡第４グループガバナー補佐 鈴木 義弘(すずき よしひろ)君(榛南RC所属)

筆頭副幹事 山田 知広(やまだと もひろ) 君(静岡RC所属)

事務局長 寺戸 常剛(てらど つねたけ) 君(静岡RC所属)

会員増強・維持委員会副委員長 石井 幸弘(いしい ゆきひろ) 君(伊東西RC所属)

焼津ロータリークラブ名誉会員・焼津市長 中野 弘道 君

物故会員に黙祷

昭和35年(1960年)7月11日に焼津ロータリークラブは創立
されました。最初にクラブの礎を築き、クラブ発展のため
に尽力頂いた物故会員の皆様を偲んで黙祷を捧げます。

創立記念日の乾杯

続いて、創立記念日を祝し乾杯します。
乾杯を発声を直前会長大石博之君にお願いしました。
昭和35年(1960年)7月11日会員数32名で、スタートしまし
た。62年の間、先輩方が努力を重ねて、現在に至っており
ます。ここで、焼津ロータリークラブの益々の発展と皆様
のご健康とご多幸を祈念し乾杯させて頂きます。

会長・幹事会

例会前に浅原ガバナーとの会長・幹事会が開催されました。

大石 博之 直前会長



昨日、第2回の臨時理事会が開催されました。詳細
は、来週の例会にて報告します。

奥川 将之 幹事

①本日クラブ計画書を配布いたしました。
②第3回・４回例会は役員・理事・委員長就任挨拶と
なります。進行状況により第４回例会での挨拶予
定者ですが、繰上げて挨拶して頂く場合がありま
す。

③先週の例会にて公示しました新入会員の件につき
ましてご異議ございませんでしたので後程入会式
を執り行います。

奥川 将之 幹事

良知樹園株式会社 代表取締役 良知正浩 君
良知君は造園業に加えて、焼津バスケットボール3x3の焼津
GRユナイテッドの代表も務めております。
随時、スポンサー募集を行っているとの事です。

有限会社めぐみ自動車 代表取締役 奥山光浩 君
奥山君は自動車販売の他にドローンコンサルタント会社、
静岡ロボットテクノロジー代表を務めております。

本日の暫定出席率
会員増強維持・出席委員会 永田貴三 委員長

本日の暫定出席率は会員数56名、
出席者数38名の67.85％です。

岡村 延昌 会長

皆様、こんにちは。
本日は国際ロータリー第2620地区淺原良蔵ガバナーをお迎
えしてのガバナー公式訪問例会です。本日は6名のお客様
がお見えになっております。ようこそ焼津の地へお越し頂
きました。後ほどご紹介をさせて頂きます。
これから淺原ガバナーより、国際ロータリー方針と地区方
針のお話があると思います。会員諸兄におかれましては、
絶大なるご理解とご協力を賜ります様宜しくお願いを申し
上げます。最後に淺原ガバナー他皆様のご来訪を心より歓
迎し、冒頭の挨拶といたします。ありがとうございました。

名誉会員挨拶 中野弘道 焼津市長

本日は第2947回の例会、岡村会長年度の例会にお招
き頂き、ありがとうございます。ガバナー公式訪問と
いうことで、例会が華やかにそして厳粛に開催される
事嬉しく思います。

会員の皆様におかれては焼津市の経済の中心の皆様、
本当に嬉しく思います。皆様の企業、ご家庭、地域が
コロナ禍を乗り越えて行くことを願っております。
コロナ第7波が焼津市においても特に若年層に拡大し

ております。ワクチン接種3回目の方がまだ接種されて
いない方、特に40歳以下の市民に早くワクチン接種を
お願いしたいと思っております。コロナがまだまだ蔓
延しておりますので、今まで通り生活の中でうがい、
換気、健康管理を徹底ください。

最後に焼津ロータリークラブの伝統を守ってくれて
いる皆様の益々の発展、この岡村年度がコロナ禍を突
き抜けて、前に進んでいく年度になる事を祈念し、挨
拶とさせて頂きます。

親睦活動・スマイル委員会 柴田」亜弓 君

石井幸弘君（伊東西ロータリークラブ）
35年前松村パストガバナーにJCで大変お世話になりました。
今回岡村延昌会長に地区委員会の方でお世話になります。
（幸か不幸か・・・）

岡村延昌君、奥川将之君、
深沢英雄君、村松英和君

淺原ガバナー鈴木ガバナー補佐、山田地区筆頭副幹事、寺
戸地区事務長の訪問を焼津ロータリークラブメンバー一同
歓迎し、スマイルします。

岡村延昌君、深沢英雄君
地区会員増強委員伊東西ロータリークラブ石井幸弘君の訪
問を歓迎し、スマイルします。

【新会員入会式】 奥川 将之 幹事

新入会員の紹介
会員増強維持・出席委員会 永田貴三 委員長



この7月よりガバナーをい拝命致しました淺原諒蔵です。
どうぞ、よろしくお願い致します。本日、焼津ロータリークラブの
例会の方に公式訪問ということでお邪魔させて頂きました。
こちらの新しい例会場で、気持ちも新たに岡村年度がスタートした
のではないかと思います。
2名の新会員に対してバッチを贈呈するという名誉に機会も頂きあ

りがとうございました。立派なロータリアンになっていくことを期
待しております。

地区幹事と共に慣習ですが、諸事情により寺戸事務局長、山田筆
頭副幹事と同行させて頂きました。
それでは、スライドを使用し、お話をさせて頂きます。

ここで、世界的な組織を象徴する徽章ピンを付けさ
せて頂きます。本日は、淺原良蔵ガバナーより、ピ
ンの装着をお願いします。
淺原ガバナーありがとうございました。
このピンに誇りを持って常に着用頂ける事を願って
います。
ロータリアンの皆さん、ロータリアン良知正浩さん、
奥山光浩さんを焼津ロータリークラブの会員として、
ここに、喜んで迎え入れたいと思います。どうぞ盛
大な拍手を持って暖かくお迎えください。
会員の皆さん、どうぞご着席ください。
あなた方が、素晴らしいロータリアンになります様
会員一同期待しております。本日は誠におめでとう
ございます。

ガバナー挨拶・国際ロータリー方針伝達他

歓迎の挨拶 岡村 延昌 会長

本日当クラブに入会される良知正浩さん、奥山光浩さん、
誠におめでとうございます。あなた方は、ロータリーの基本
原則等の説明を受けられ、当クラブに入会される意思がある
ことを表明されました。ロータリアンとなるには、事業や職
業生活において親善と奉仕の原則の実践に努められんとする
意思が必要条件となります。当クラブの会員は、あなた方が
これらの原則を既に実践しておられると信じています。会員
としてあなた方を選んだことは、ロータリーの理念を共に実
現して行く仲間として受け入れた事を意味します。あなた方
は、これからロータリアンとして地域の皆さんに知られ、あ
なた方の行動がロータリーに対する世間の評価に影響する事
になります。
ロータリーの会員であると言う事は、名誉であり特権でもあ
りますが、どの様な特権にもそれに値する義務が伴います。
例会に出席する事は、会員の特別義務の一つです。クラブ及
び社会奉仕活動に参加する事が全員に求められます。これが
奉仕の理想です。
最後に、私達の親睦の理想についてお話をします。
与えるものが多ければ、報いも多いものです。あなた方が親
睦から恩恵を受けると同時に，私達のクラブへの原動力と
なってくださる事をお祈りします。会員の皆さん、ご起立を
お願いします。

ロータリーバッチ贈呈 淺原諒蔵ガバナー

記念品贈呈
会員組織委員会 大石博之 統括委員長

援助会員の指名
会員組織委員会 大石博之 統括委員長

クラブに早く溶け込めるための援助会員（スポン
サー）を発表します。
良知正浩君 援助会員 岡村延昌 君
奥山光浩君 援助会員 村松直行 君
宜しくお願い致します。

所属委員会 奥川将之 幹事

良知正浩君 会場設営委員会
奥山光浩君 会場設営委員会
宜しくお願い致します。

良知樹園株式会社 代表取締役 良知正浩 君
こんにちは。良知樹園の良知と申します。入会に際し、ご
承認を頂きありがとうございました。
このような高貴な会に入会あたり、身が引き締まるばかり
でございます。未熟者ですが、多大なるご支援よろしくお
願い致します。

有限会社めぐみ自動車 代表取締役 奥山光浩 君
こんにちは。めぐみ自動車の奥山です。
いろいろな団体でお世話になっている先輩方、沢山のお知
り合いがいる中で、このような会の入会に際し、ご承認を
頂きありがとうございました。右も左もわからない状態か
らのスタートですが、ご指導、ご鞭撻を頂きながら成長し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

新入会員挨拶

国際ロータリー第2620地区
ガバナー 淺原 諒蔵君

最初に自己紹介させて頂きます。私、静岡ロータリークラブに所属、
職業分類は倉庫業で平和みらい株式会社を運営しております。
大学を卒業し、東京に本社の澁澤倉庫で約20年働き、40歳になり、静岡
に戻り今の会社を経営しているそのような生い立ちです。

昨年、NHK大河ドラマ「青天を衝け」で澁澤栄一をとりあげましたの
で、お存じの方が多いと思います。明治の近代資本主義を築き上げた方
です。唯一「澁澤」という冠を持った企業です。
澁澤倉庫は明治30年に創業したといわれております。



河合 博 君 (委員会)

会員数 出席数 出席率
6月16日
M-UP

6月16日確
定

出席率

7月14日 56(55) 38名 69.09% 1名 75.93%

澁澤栄一央翁が事業を始める心得というものがあります。
・道理に正しいか？
・時運に適しているか？
・人の和を得ているか？
・おのが分に相応しいか？
という自分自身に対するテストということで事業を始めたと
いわれており、何かポールハリスと同時代を生きた澁澤栄一翁
で、どこかロータリーに通じているのではと感じ、紹介させて
頂きました。
今年度のジェニファー・ジョーンズRI会長は、初めて女性とし
ての会長です。今年のテーマ「イマジンロータリー」です。
～世界にもたらされる変化を想像して大きな夢を描き、その実
現のためにロータリーの力と繋がりを活かす～と呼びかけられ
ました。世界にもたらす変化とは、ロータリーが取り組んでい
る7つの重点分野における成果に他なりません。ロータリーの
力とは、
・ロータリアン一人ひとりが持っているもの。
・熱意、情熱、経験、ノウハウ、技術、相手を思う心、資金。
・ロータリアン同士のネットワーク、繋がり。
このような力を７つの分野で発揮してほしいとのメッセージで
す。
ロータリーの原点でいう奉仕活動からクラブの活性化地域社会
への貢献、ロータリーの姿そのものだと思いいます。
ブランド価値が深まると賛同者が増え、会員増強につながると
思います。
例会前に会長幹事会に参加致しました。事業計画書の中に沢山
の委員会が存在し、計画を予定されているようです。是非、素
晴らしい活動をお願いします。

ジェニファー・ジョーンズRI会長から３つの課題、
①ロータリーにおける女性会員の割合を3割に
②適応と改革
③変化を受け入れる：新しいクラブモデルの受入れ

にチャレンジしてほしいとの事です。
例えば斬新なクラブとして法人クラブを検討しているようです。
職場内で異なる職務を持っているクラブも認められています。
今年度の年次目標であるロータリーのビジョン声明、

私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、
持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合っ
て行動する世界を目指します。

と掲げております。

優先事項１「より大きなインパクトをもたらす」
優先事項２「参加者の基盤を広げる」
優先事項３「参加者の積極的なかかわりを促す」
優先事項４「適応力を高める」

焼津ロータリークラブさんでは、他クラブで実施していない活
動を実施されています。学校に訪問し、授業を行っているとの
事。そんな経験をした児童、生徒から将来会員になる人がでて
くるのではないでしょうか。

多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）は、説明と取り
組んでくださいとお話されておりました。ロータリーでは、末
永い変化をもたらすために人々が 結束し行動する世界とい
うビジョンを実現するにあたり、多様性があり、公平でインク
ルーシブな文化を培っていくことが不可欠であると理解してい
ます。RI理事会は2021年、更新された生命「多様性・公平さ
インクルージョンへのコミットメント」を採択されました。

Diversity (多様性) :ロータリーは、あらゆる背景をもつ人や
幅広い文化経験、アイデンティティの人
を歓迎します。

Equity (公平さ) :ロータリーは、クラブ会員の公平な扱いと
機会の均等を保つよう努めています。

Inclusion (インクルージョン）:
ロータリーは、あらゆる人が歓迎されていると感じ、
尊重され、会員として大切にされるクラブの環境
づくりに力を注いでいます。

ANYTOWNという街をイメージしたビデオを視聴頂きました。
世の中の流れに我々も敏感でなければなりません。
変化できたものが生き残るといわれております。
ロータリーもすごいスピードで変化しなければなりません。
麒麟が来るというNHK大河ドラマがありました。
待っていても変化は来ません。
焼津ロータリークラブの未来をイマジンしてみてください。
皆様ご清聴ありがとうございました。

淺原ガバナーありがとうございました。
国際ロータリーの方針や潮流を理解しなければならないと思い
ます。公式訪問、お体にお気をつけて頑張ってください。
本日は、ありがとうございました。

謝辞 岡村 延昌 会長


