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※開会前に認証状伝達式が行われた。 

今村前年度会長より矢部会長に認証状が手渡された。 

 

a会 長 挨 拶     会 長    矢部 英樹 君  
 今年度会長職を仰せつかりました矢部です。 

先ずは簡単な自己紹介をさせて戴きます。出身は（旧）

富士郡芝川町上稲子現在の富士宮市稲子で、4 歳頃まで

稲子で育ち、その後富士宮市の現住所に転居し今に至り

ます。生まれは昭和34年10月12日生、現在62歳てん

びん座、血液A型。経歴は富士宮聖母幼稚園、大宮小学

校、富士宮第2中学校、日大桜ケ丘高等学校、帝京大学

です。学生生活が終了と同時に富士宮市に戻り、その当

時父親が経営していた不動産・金融・パチンコ業に従事

しながら、父から経営学を学ぶようになりました。当時

の仕事は不動産業では主に林業とゴルフ場用地の買収を

主体に、金融は消費者金融、パチンコ業では釘師として、

其々の業種全て約 12 年間一般社員として修業をさせて

戴き、33 歳に結婚した時を機会に管理職として現場の

第一線で仕事をさせて戴きました。14 年程前から高齢

者介護福祉事業に算入させて戴き、10 年ほど前に社会

福祉法人の認可を取り、富士宮駅南側公園ロータリーに

隣接した場所で特別養護老人ホームを主体として介護事

業を運営させて戴いております。趣味は海釣（船酔いす

るので陸地続きの場所だけ）、バイク（現在バイクはお

休みです）それ以外には下手な手習い程度ですが、多種

多様で野次馬程度に色々かじっております。 

私の家族構成ですが、実母、妻、子供二人と同居です。

長女と長男がおり、長女は家事手伝い、長男は3年程前

から外部修行から戻り、私の下で法人運営（介護業務、

労務人事等）について修業中です。 

さて、私の身の上話が長くなってしまい大変申し訳あ

りません。改めて私自身のロータリアンとしての意気込

を、特に今年度は会長職を受けたまわりましたので、本

日 2022 年 7 月 1 日より1 年間におきましては、諸先輩

方の功績やクラブとしての事業を根幹に、新しいクラブ

運営に挑戦と、従前課題である新しいクラブメンバーの

確保を目標に進めていくことが出来ればよいかなと考え

ております。 

今年度のクラブ運営方針として、自クラブメンバーが

居心地の良いクラブ運営と活動を進めることが出来れば

幸いに思っております。従前のクラブメンバーが楽しめ

ないようならば、新しいクラブメンバー候補の方々には

特に魅力が感じられないかもしれません。前年度今村会

長、前々年度加藤会長に因り、クラブ運営の変革を取り

入れることが出来ましたので、今後は少しでもクラブメ

ンバー以外の方々に興味を持っていただき、更には地元

の方々にも富士宮西ロータリークラブの活動を今以上に

周知してもらい、当クラブの活動と目的が支持され皆様

に認めて戴き、魅力ある存在になっていけるようなロー

タリアン活動をしていきたいと思いますので、どうか皆

様宜しくお願いいたします。 
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a 幹 事 報 告     幹  事   石川 俊洋 君 

 別紙幹事会報告を参照ください 

a出 席 報 告    ☆は出席免除者  

欠席者 ☆片岡博昌 ☆外木規之 ☆宇佐美量三 

仲亀秀樹  渡辺弘光  若林眞治 

 

aスマイルボックス  

＊ 佐野ガバナー補佐 本日はよろしくお願いします。 

                 石川 俊洋 君 

＊ 矢部会長 石川幹事 がんばって下さい。 

        今村 一徳 君 

＊ 矢部 石川年度 今日のように暑く頑張って下さい。 

                   加藤 康雄 君 

＊ 矢部会長 石川幹事  

今年度若い力で引っ張って下さい。 

                   岡村 吉彦 君 

＊本日、わか葉薬局20周年です。 

   これからもがんばります。   

渡邉 奈津実さん 

＊この一年親睦に協力お願いします。 

後藤 憲治 君 

aお祝・記念日  

● 会員誕生日： 稲原 朝美 さん   （ 6,26) 

● 入会記念日： 渡辺 弘光 君  (H28, 7, 1) 

早川 英寿 君  (H29, 7, 1) 

● 創業記念日： 渡邉 奈津実 さん(H14, 7, 1) 

片岡 博昌 君  (S30, 7, 6) 

 お本日のプログラム  ガバナー補佐期首訪問 

卓 話 【今期のガバナー方針伝達】 

ガバナー補佐 佐野 和義 君 

 2022～23年度ジェニファー・ジョーンズRI会長のテーマは、

IMAGINE ROTARY です。 世界にもたらされる変化を想像して

大きな夢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ことです。世界にもたらす変化

とは、7つの重点分野です。 

 ロータリーの力とは、ロータリアンが一人ひとり持ってい

る物・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―ク、繋がりです。RI 会

長よりの課題は 

①ロータリーにおける女性会員の割合を3割 

②適応と改革 

③変化を受け入れる（新クラブモデルの受け入れ） 

イマジン・ロータリーが意味するものとは 

・大切なのは、会員にとっての心地よさと配慮であってこれ

が会員の積極的な参加を促す。 

・積極的な参加こそが、会員の維持にとって重要 

・会員は何をロータリーに期待しているのかを訪ねた上であ

る責任を会員に与えることが必要。 

・変化を受け入れることは、新しいモデルを受け入れること 

・革新的なクラブ、または活動分野に基づくクラブを2つ設立 

・ローターアクター1名を公共イメージコーデイネーターに任

命 複数の委員会委員と会長代理起用 

・2023年までに女性会員を30％以上 

・繋がりを活かして協力関係を深め、新たなパ－トナーシッ

プを構築していく必要がある 

RIの主要優先事項DEIの理解と取り組み 

・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する 

・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。 

このような事を踏まえて 地区目標 

① 会員維持・増強 

② ロータリーブランドの強化 

③地域に根ざしたクラブ独自の奉仕活動は、会員増強の根源 

④RLIの活用による人材の育成、次期リーダーの育成 

⑤米山記念奨学事業への参加 

支援を通じてクラブの活性化を図る 

⑥ロータリー財団への寄付と補助金の積極的な活用 

⑦マイロータリー100％ 

⑧米山梅吉記念館支援 

⑨ポリオ撲滅の歴史の1ページに 

⑩ＩＴ活用の促進 

⑪地区委員会、委員の積極的活用 

⑫地区事務所の機能充実などです。 

また地区運営方針「絆を深めて、ロータリー活動を再開しよ

う」 
1．アフターコロナが確実視される2022～23年度は、クラブは

独自の活動を復活させ、奉仕活動に注力しよう。懇親会など

の親睦活動を通じて絆を深め、ロータリー活動を再開する。 

2．奉仕活動こそ会員増強の根源 

3 公共イメージ向上は、地域に根ざしたクラブ独自の活動によ

ってもたらされ、ロータリーブランドの強化へと繫がる。 

4．活動を復活させたクラブ支援 

 会員数 計算会員数 出席 欠席 M U 比率 

今 週 ２６ ２３ １９ ３ ０ 82.6％ 


