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2018-2019年度

国際ロータリーのテーマ

「BE THE INSPIRATION／インスピレーションになろう」2018-2019年度RI会長 バリー・ラシン 

卓話者

・4/8　  理事会、外部卓話
・4/15　会員卓話（増田会員・本多会員）
・4/22　新旧クラブアッセンブリー
・4/29　休例会
・クールビズについて（5月～10月）

♪本日のロータリーソング 「我等の生業」 ●ソングリーダー ： 相川 洋介 会員

　先週の観桜会に多くの参加、そして親睦委員会のみなさん、ご準備ありがとうございました。
大変楽しい会になりました。週末は統一地方選挙、静岡まつり、日本平桜マラソンと行事が重
なっており、お忙しい方も多かったと思います。また、オークラアクトシティ浜松での地区研修・
協議会が開催され、参加された会員の皆さまお疲れさまでした。
　さて、我が家では長男が４月４日に１８歳になりまして、昨日初めての投票に連れて行きまし
た。２０１６年に改正公職選挙法が施工され、投票日の翌日までに１８歳の誕生日を迎えれば
有権者になるということで、息子は誕生日から数日の若葉マークなので、少しお勉強をして投

票したようです。静岡県の満１８，１９歳の選挙人名簿登録者は６万８６９２人で、何パーセント投票したかは分かり
ませんが、多くの若者が自分たちの未来を考え政治に参加してもえればと思います。そして日曜日に１日しっかりとお
勉強された委員長、会員の方、そろそろ２か月ちょっと先の未来であります、次年度のクラブ活動に向けて準備運動
をよろしくお願いします。本日は静岡青年会議所 飯塚様によります卓話です。後ほどよろしくお願いします。

ゲ
ス
ト

スマイル報告幹事報告   上條 康則 幹事 依田 邦彦 会員

■会員からのスマイル 総額／13,000円

曽根田会員・西野会員
 昨日浜松で地区研修・協議会が開催されました。
 出席くださった12名の皆様ありがとうございました。
吉川会員 結婚記念日のお花を有難うございました。
岡本会員 遠州横須賀三熊野神社大祭に行って参りました。
 平成最後につき、久々の晴れ続きで佳かったです。
稲垣会員 本日は（一社）静岡青年会議所理事長、飯塚潤様に
 お越し頂きましたことを御礼申し上げます。
三浦会員 本日は卓話講師に、静岡JC理事長の飯塚君をお招き
 しました。よろしくお願いいたします。
依田会員 昨日の観桜会には、多くのメンバーにご出席いただき
 ありがとうございました。
相川会員 誕生日プレゼントありがとうございます。

鈴木 延幸 会長の時間  井尻 英雅 会長の時間

・4月の誕生日
　海老名会員、山梨会員、城塚会員、相川会員、森川会員
・4月の結婚記念日
　鈴木会員、吉川会員

（一社）静岡青年会議所
理事長
飯塚  潤 様

（一社）静岡青年会議所
専務理事
大瀧  敬久 様
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確定出席報告（前々回出席報告） 岡崎 委員長

本稿の担当 ： 本多 由加理

委員会報告

メイクアップにつきまして、例会の前後14日づつ期間があります
ので、出席率の向上のため、メイクアップをお願いいたします。

清水中央との合同例会、クリスマス例会、ご家族の参加もいただき
ました。少し少なかった印象ですが、内容は皆様に喜んでいただけ
るものができたと思います。スマイルにつきまして年間40万円の目
標がありますが、現状16万円となっております。後期も皆様いろい
ろあると思いますので、都度スマイルをいただけますと幸いです。

食事につきまして、なるべくロスをなくしていきたいと思います。
その他は皆様の協力によってスムーズに運営されています。

9月3日、溝口会員に「最先端医療について」お話をしていただ
きました。会報につきましては、問題なく発行できています。

8月にCFを利用し、「会員満足度アンケート」をとらせていただ
きました。本日テーブルに集計結果を用意しましたので、ご参
照ください。貴重な意見ありがとうございました。

職業奉仕は「体感おしごと館」、職業奉仕は「ポリオ撲滅街頭
募金活動」を行いました。青少年奉仕は3月3日に少年ラグビ
ー大会を行います。

10月20日「ポリオ撲滅の募金活動」を実施し、合計45,667円
を集めさせていただきました。近い将来ポリオが撲滅されるこ
とを願います。皆様ご協力ありがとうございました。

海野さんが退会となり、今期の活動が難しい部分が出てきま
したので、来季に向け活動を検討していきます。

3月3日、静岡中央ロータリー杯ラグビー大会へ皆様の参加を
お願いいたします。

◆出席委員会　［安藤 寿弥 副委員長］

クラブ全体の雰囲気づくりに力を注ぎ、楽しいクラブにしていく
ことが、しっかりできたと思います。

◆クラブ管理運営常任委員会　［依田 邦彦 副委員長］

◆親睦活動委員会　［依田 邦彦 委員長］

6回の卓話を行いました。講師の方のお話が短くなってしまう
事もありましたが、後半はしっかりと設営していきます。

◆プログラム委員会　［三浦 新介 委員長］

◆会場監督委員会　［小澤 行雄 副委員長］

◆クラブ広報常任委員会　［針谷 潔 委員長］

毎週会報の写真を撮らせていただき、ご協力ありがとうござい
ます。問題なく、毎週会報を発行させていただいております。

◆クラブ会報委員会　［本多 由加理 委員長］

◆会員増強常任委員会　［森川 智明 委員長］

◆奉仕プロジェクト常任委員会　［田島 潤一 委員長］

◆社会奉仕委員会　［松下 慎一 委員長］

11月10日、体感おしごと館を実施いたしました。先週小学生
からのアンケートの通り好評でした。今後に向けては、会員
皆様のご協力をお願いいたします。

◆職業奉仕委員会　［相川 洋介 副委員長］

◆国際奉仕委員会　［長嶋 明彦 委員長］

◆青少年奉仕委員会　［川田 英史 委員長　幹事代読］

米山学友会の総会、カウンセラーの研修会に出席してきました。10
月15日の例会にて、奨学生の姜さんと、私で卓話をさせていただき
ました。姜さんに地区大会、クリスマス例会へ参加をしていただきま
した。12月10日姜さんに「1年間の様子」を卓話していただきました。

◆財団・米山常任委員会　［望月 威男 委員長　幹事代読］

CFでロータリー財団委員会の活動内容について、新会員に向
けて話をさせていただきました。後半もロータリーカードを推
進していきますので、よろしくお願いいたします。

◆ロータリ財団委員会　［川嶋 秀史 委員長］

～ 半期を振り返って ～

まだ選考の仕事がありません。早く仕事が回ってくるように、後
半もご協力をよろしくお願いいたします。

◆会員選考・職業分類委員会　［柳瀬 英雄 委員長］

上半期仕事がありませんでしたので、下半期は仕事をさせて
いただきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。

◆ロータリー情報・新会員フェロー委員会 ［加藤 文昭 委員長］

　2019年度、静岡青年会議所にて理事長職をお預かりしております、飯塚潤と申し
ます。まずは、本日このような大変貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうござ
います。今の静岡青年会議所について、学んだことについてお話をさせていただきたい
と思います。1979年11月11日生まれの39歳、有限会社飯塚印刷にて常務取締役を
勤めさせていただいております。仕事の内容は、封筒、名刺、伝票、チラシ、DMなどの
印刷、冊子類などの製本、ブライダル商品の企画、販売をしている会社です。
　JCとは、1915年アメリカミズーリ州にて小さな青年の活動としてスタートしました。
その後、1950年代に日本に入り、各所で青年会議所運動が広まりました。今現在、世

界では117ヵ国、16万人のメンバーがいます。日本青年会議所には、3万4,500人、694の地域に青年会議所
があります。この町に住む、この町で仕事をしている、20歳～40歳までの青年で構成されている団体です。今現
在の私たちの会員は、162名からスタートしまして、5年ほど前と比べると、100名近く減っていますが、そこは会
員の熱意と努力でカバーしている状況です。
　静岡青年会議所ですが、元々、旧清水青年会議所、旧静岡青年会議所、旧駿河青年会議所が解散をして、1
つになり、現在の静岡青年会議所を新設した形です。今年で創設して14年目となりますので、私が14代目の理
事長となります。「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」という3つの信条を掲げ、明るい豊かな社会の
実現を目指して、運動・活動を行っております。
　今から約10年前、30歳になったばかりの頃入会をしました。今当時の自分を考えると、劣等感の塊だったと
思います。そんな中、本音で話せる仲間が欲しい、社業の中で生かせること、人間として心豊かに成長できる機
会をもらいたい、そんな思いを持って、青年会議所の門を叩かせていただきました。右も左もわからない中、事
業や、例会に参加し、叱られることも多々ありました。そして、人と向き合うことの大切さを学びました。「人は人で
しか磨かれない」私も多くの方によって、磨かれたと感じます。学生時代、社会人になった時、2度言われた言葉
があります。「お前は師と仰ぐ人間を見つけた方が良い」、この青年会議所に入会したことで、多くの「師」と呼べ
る方に出会うことができました。
　とても面倒見の良い、誰も諦めることがない、誰も見捨てることのない、そんな団体です。常に誇りを持ち、常
に変化と成長を追い求めて行かなければならないと考えております。常に困難という大きな壁が立ちはだかりま
すが、だからこそ、私たちには家族がいて、友人がいて、信頼できる仲間がいるのだと思います。それを体現でき
るのが、青年会議所ではないかと思います。
　大変恐縮でございますが、皆様方のご友人や、ご子息、後輩がいれば、ぜひご紹介をいただきたいと思いま
す。静岡青年会議所、本年度はまだ3ヶ月が過ぎたばかりです。皆様方にご迷惑をおかけすることも多々あるか
と思いますが、最後まで諦めずに私に叱咤激励、そして勉強させていただければと思います。

～ 静岡青年会議所について ～～ 国際奉仕委員会の在り方ついて ～

　もともとロータリには国際奉仕は無かったそうです。第一次世界大戦を機に、自
国だけでなく、他国で戦争によって傷ついた人の為に奉仕活動が必要だと、発足し
ました。その時、必ず守らなければないらない決まりを定めました。「奉仕活動を行
うロータリークラブのある国の法律を厳守して活動を行わなければならない」という
ことです。
　当クラブの国際奉仕委員会の活動を振り返ってみますと、田島会員が窓口とりご
尽力いただき、タイのエイズ孤児院支援活動を数年間行ってきました。そして、鈴木

会長年度には、フィリピンの支援ができないだろうかということで、ベビーカーや車椅子を送ってはという提
案がでました。しかし、日本と違って整備されていない道路が多く、ベビーカーを使用してもガタガタ・ユラユ
ラ子供が車酔いをしてしまうということで、着るものをみんなで集めて送ろうということになりました。鈴木会
員の会社に衣類を集め、山梨会員がコンテナの手配をして、送ることができました。その後も3年間の継続事
業として、衣類を集めて送ったり、実際に現地に入って子供たちにお菓子を配ったり活動を行いました。
　また、台湾の中和ロータリークラブとの親睦活動を行ってきました。何年か交流を重ねて、ニックネームを
付けられるくらいに親しくなりました。望月会長年度には、東北大震災に対して日本円の50万円で義援金を
いただきました。長年の交流によって、育まれた友情、信頼関係の賜物だと思います。
　これから、どのような形で国際奉仕活動を行っていったら良いか、テーブルごとの話し合いをお願いいたし
ます。集まったご意見を参考に、来年度以降の活動に活かしていきたいと思います。

国際奉仕委員会
長嶋 明彦 委員長

ガバナー公式訪問

黄金のロータリー鐘

　7月1日からガバナーを仰せつかりました。1920年に日本に東京ロータリーク
ラブが発足して、2020年 東京オリンピックパラリンピックの年に、100周年となり
ます。これをどのように祝おうかということで、パストガバナーの皆様と、検討委員
会で考え、色々な行事もありますが、全国で34個この鐘を作りました。全国に34
地区ありますので、そこに配りました。7月からのガバナーは、この鐘を持って、各
クラブに訪問するということが天命です。今年は99年目ですので、来年のガバナ
ーもこの鐘を持ち歩くことになっています。
　1945年、大月市で生まれ、父の勤めの関係で東京で育ちました。静岡は縁が

ありまして、祖父が島田市の出身で、父は藤枝の出身です。私の身体の半分くらいは、静岡の血が流れてい
るのかも知れません。大学を出まして、1967年から2000年まで「トッパンムーア」という会社に勤務してお
りました。1981年から6年半ほど、マレーシアに合弁会社があり、そこで総支配人をやりました。
　また、私の家は「星野家住宅」と呼ばれる、国指定の重要文化財です。甲州街道を参覲交代で、往き来す
るお殿様が泊まった宿です。
　バリー・ラシンRI会長が「BE THE INSPIRATION」をテーマに掲げました。日本語の訳は「インスピレ
ーションになろう」ですが、どうもピンときません。英語で”inspire”という言葉には「新興させよう」「盛んに
させよう」という意味があります。先ほど、会長幹事さんから貴クラブの素晴らしい活動についてお聞きしま
したが、それをもっと盛んにして、より多くの方にロータリーの良さを理解していただき、新興していただきた
いという思いを込めた言葉が”inspire”だと私は思っています。
　今年の地区目標ですが14もあります。その中で一番重要と考えているのが、分区からグループに代わり、
新しい出会いがあると思いますので、それを大事にしていただき、グループ化した事を
活かしていただきたいと思います。
　日本のロータリーは100周年を迎えますが、米山梅吉記念館は創立50周年を迎え
ます。これを機に建物を新しくしたいということですが、全部で9千何百万円かかりま
す。全部を2620地区で負担するということではなくて、3千万円くらいを負担できない
かということを委員会で考えております。3年くらいに渡って、少しずつ集めていくこと
を、浅原ガバナー補佐を通じて、お願いすることになると思います。
　また、RLI（Rotary Leadership Institute）ロータリー・リーダーシップ研究会と
言いますが、ロータリー人材育成の為の研修制度の導入を考えています。ロータリー
の友に掲載がありますので、しばらく間、一生懸命お読みいただきたいと思います。
　来年の6月にドイツのハンブルグで世界大会がありますので、たまにはヨーロッパに
行っていただけますと幸いです。
　今年1年間、お世話になりますが、どうか宜しくお願いいたします。

国際ロータリー第2620地区
ガバナー
大月RC

星野 喜忠 様

新クラブ協議会

～来年度委員会ごとテーブルに分かれて協議～

　1979年4月23日、静岡市駿河区の生まれです。曽祖父、祖父ともに大工、父親は現役で設計
士をしております。高校はサッカーをやりたかったので、清水東高校へいきました。サッカーばか
りやっていたので、到底いける大学もなく、一年浪人をして早稲田大学に入学しました。当初は、
同棲生活を目標としましたが、お酒を飲めず、新歓コンパで違うと感じ諦めました。新たな目標と
して、海外へ行ってみようと思い、アルバイトでお金を貯め、大きい休みには2ヶ月くらい海外へ行
きました。シリア、アラブ諸国、ヨーロッパなどに行きました。安いモーテルに泊まり、海外の旅行
者と一緒になり、話したり、交渉したり、喧嘩したりを繰り返しながら2ヶ月を過ごしました。あまり
英語がうまくなかったので、もっと旅行を楽しむには英語が必要だなと思い、アメリカのミズーリ

州の小さな大学に留学しました。キャサリンという彼女もでき、人生で一番楽しい1年でした。
　3年の終わり頃帰国して、就職活動になります。何をやるか決まっていなかったのですが、トルコの大学院へ行くことを
決めました。入学式の1週間前から、トルコに住みましたが、キャサリンから「フランスにいる」と電話があり、トルコの大学
を辞め、フランスのビジネススクールに変更しました。1年が過ぎ、自分は集団で集まって作業することが苦手だとわかりま
した。キャサリンが帰国するタイミングで、中退することを決め、日本に帰ってきました。
　希望して会社には入れず、しかし働かなければならなかったので、小さな企業に入社し、お金を貯めながら3年間働き
ました。自分の名前で、自分らしい仕事をしなければつまらないと感じ、人生を振り返りました。人と交渉して、喧嘩して、頭
の良い人を言い負かすようなことが、自分の特性としてあることを認識し、弁護士の仕事が向いていると思いました。その
時29歳でした。名古屋大学のロースクールに通い、1日何十時間も勉強して、何とか合格することができました。弁護士試
験が終わると、集合して勉強する「修習」がありますが、そこで妻と知り合い、初日に声を掛け、付き合うことになりました。6
月に子供が産まれ、幸せに過ごしています。今のところ思った通りの仕事ができ、天職だなと感じています。
　子供も産まれましたので、皆様、仕事をお待ちしております。

■相川 洋介会員

　月日の流れは早いもので、長嶋会員に声を掛けていただき、岡崎会員に飲みに連れ回さ
れ、早1年が過ぎました。皆様方には優しい声を掛けていただき、大変感謝しております。
　昭和57年2月3日節分に静岡日赤病院で産まれました。小学2年生まで静岡におり、父の
仕事の関係で横浜に転勤になりました。中学3年生に静岡に戻り、市立高校を卒業し、空白
の1年があり、神奈川の大学に入学しました。卒業後は、東京の会社に2年間勤務し、静岡
に戻り、父の会社に勤務しております。「株式会社 コバ設備」ですが、法人登録したのが、平
成元年3月23日設立、今年、職の幅を広げようと、内装工事業建設業許可を取得しました。
業務内容ですが、「医療ガス設備」「特殊ガス設備」「一般配管設備」「CRパネル組立工事

」の設計、施工、管理保守点検などを行っております。医療ガスとは、酸素、笑気、空気、吸
引、炭酸ガス、窒素、駆動空気・余剰排出ガスなどから構成されるガスのことです。特殊ガ
スとは、水素などの可燃性ガス、窒素などの不活性ガス、酸素など支燃性ガス、アンモニア
・ＣＯなどの毒性ガスなど様々な特性を持ったガスより構成されます。用途としましては、大
学・企業研究所などの分析、実験で使われるほか、水素ステーション、工場のプラント、温
浴施設の炭酸、水素水などのガスラインの配管施工などもやらせていただいております。
　医療ガスや特殊ガスなど、ミスをしてしまうと、重大な事故となりうる、ミスの許されない
作業をしております。
　今後も、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を、静岡中央RCで学んでい
けたらと思っていますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

■小林 信一 会員

月/日 確定出席率

48.6%3/3 37名 18名（メイクアップ1名を含む）

出席計算
会 員 数 出席者合計（含メイクアップ）

・総会員数46名（出席義務会員35名＋出席免除会員11名）
・出席者合計には出席免除会員、メイクアップ会員を含む

～出席率向上へのご協力をお願い致します～

月/日 確定出席率
72.5%3/11 29名 40名（メイクアップ0名を含む）
64.2%3/18 27名 42名（メイクアップ1名を含む）

出席者合計（含メイクアップ）出席計算
会 員 数

・総会員数46名（出席義務会員35名＋出席免除会員11名）
・出席者合計には出席免除会員、メイクアップ会員を含む

～出席率向上へのご協力をお願い致します～

・親睦委員会（稲垣委員長）
　12/19　クリスマス例会　役員の皆様、協賛をいただきまして
　誠にありがとうございました。今回はありませんでした。

年 次 総 会 会員数46名、出席者33名。会員総数の1/3以上の出席につき
総会有効が成立し次年度役員・理事が承認されました。

次年度理事次年度役員
●井尻　英雅  会員／直前会長
●川島　啓晃  会員／クラブ管理運営常任委員長
●加藤　文昭 会員／クラブ広報常任委員長
●南條 恭有紀  会員／会員増強常任委員長
●稲垣 信一郎 会員／奉仕プロジェクト常任委員長
●溝口　明範 会員／財団・米山常任委員長
●松下　慎一 会員／職業奉仕委員会委員長
●小谷野 陽子 会員／社会奉仕委員長
●三浦　新介 会員／国際奉仕委員長
●望月　威男 会員／クラブ研修リーダー

●会　長／曽根田　充  会員
●副会長／長嶋　明彦  会員
●副会長／望月　徹  会員
●幹　事／西野　元  会員
●副幹事／依田　邦彦 会員

●会　計／柳瀬　英雄 会員
●会場監督／岡本　義弘 会員

■次年度会長／曽根田　充 会員
　平成12年に入会し、針谷年度にラグビーの少年大会をや
ったことがきっかけで、2019年ワールドカップの時には会長
をやるようにと言われておりました。来ないと思っていた2019
年が来年となりました。
　来年は、年号が変わったり、消費税が上がったり、色々ある
年になると思いますが、今まで通り自分なりにできることを1
年間やらせていただき、ロータリークラブの皆様が培ってきた
歴史と、プライドをしっかり守りながらやっていきたいと思い
ます。次年度1年間よろしくお願いいたします。

■次年度副会長／長嶋 明彦  会員
　曽根田年度では、副会長を務めさせてい
ただき、曽根田会長の手となり足となり頑張
りたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。私の次の年度は当クラブ35周年となり
ますので、準備の年度として露払いのつもり
で頑張りますので、諸先輩方、会員の皆様の
ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

■次年度幹事／西野　元  会員
　入会7年目、これまでの幹事経験者の皆様
をみてきて、自分が役不足であることは重々
承知しております。しかしながら、曽根田次年
度会長が私を引き上げてくれました。
　微力ではありますが、できる限りクラブの効
率的でスムーズな運営をサポートできるよう
に精一杯頑張りますので、皆様のご支援ご鞭
撻、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

■次次期幹事／上條 康則  会員
　井尻会員と同じく平成17年に入会し、ほぼ同期です。幹事という役につきましては、その
うち来るかなと思っており、井尻会員が決断されたので、一緒に頑張ろうということで引き
受けました。皆さんと共に、楽しいロータリークラブにしていきたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。

理事長
一般社団法人　静岡青年会議所

飯塚   潤 様
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