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■ 会 長 報 告            青島 克郎君 
先日久しぶりに映画を見ようかと言うことにな

り夫婦揃って BIVI 藤枝のシネ・プレゴに行って参

りました。平日の４時頃でしたが駐車車場は３階

までほぼ満車で、映画のお客さんだけでなく買い

物や図書館を利用する人達でたいそうにぎわって

いました。藤枝の新しいスポットとしてはまずま

ずの滑り出しで市街地の活性化に役立っているの

ではないでしょうか。盛況ぶりから大不況のさな

かとは感じられません。 

映画といえば私達が子供の頃は江﨑さんが幾つ

もの映画館を経営されていて小学校の授業の一つ

として映画教室があり駅前の毎映会館に先生が生

徒を引率し揃って映画観賞に出かけたのをハッキ

リと覚えています。 

しばらくの間、藤枝には映画館が無く何となく寂

しい思いがしていましたが、新聞の映画案内欄で

シネ・プレゴの何本もの上映スケジュールを見て

何か静岡と並ぶ大都市になったような気分が致し

ます。 

今話題の本木雅弘主演の「おくりびと」を観て参

りました。館内はほぼ満席でしたが平日の昼間の

時間帯ということと作品の内容からか９割方が年

金生活世代のお年寄りでした。私も切符を買うと

き高齢者割引をしてもらったのですからその１人

と言うことになるのかも知れません。  

映画はまだ結婚して日が浅いと思われる夫婦の

夫、小林大胡がチェロのプロ奏者としてようやく

ある楽団の団員になったと思ったらまもなくその

楽団が解散することになり、夫婦共々夫の古里に

帰ります。 

新しい仕事を探すため求人広告を見てそれとは

知らず納棺の仕事をするＮＫエージェントという

会社に入社してしまいます。何分にも特殊な仕事

ですのでとまどいと苦悩の中、社長で納棺師の

佐々木に惹かれ、次第にこの仕事のもつ奥深さと

やり甲斐に目覚めてゆき生涯の仕事とする決意を

します。身ごもった妻、美香は大胡の仕事を知り

猛烈に反対し、辞めてほしいと懇願しますが大胡

は断ります。美香は家を飛び出して行きますが、

ある時近くの風呂屋の女主人が急死し、親しかっ

た美香は夫、大胡が行う納棺の儀に立ち会い、心

のこもった丁寧な仕事と遺族の思いや死者の旅立

ちの意味を感じこの仕事への考えが変わってゆき

ます。子供が産まれたらこの子に父親の仕事をな

んと言ったらいいのと言っていた美香も子供に誇

れる仕事だと思うようになり大胡の仕事を認め家

に戻って参ります。  

この作品は第８１回アカデミー賞部門別の外国

語映画賞を授賞しました。映画芸術科学アカデミ

ーは 1927 年に創立され 6,000 人の映画や芸術のプ

ロの会員で構成される団体です。映画芸術の各部

門について１年間の最も優秀な作品と人物を会員

の投票により選出し表彰します。 部門は主演男優

賞、主演女優賞、長編アニメ映画賞、美術賞、撮

影賞等２５部門で、俳優など表舞台だけでなく映

画を陰で支える裏方にもスポットを当てます。 

本年のアカデミー賞での日本の授賞はこの作品の

他に短編アニメ賞での「つみきのいえ」がありま

す。 
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テレビでも色々な映画を放映していますが映画

館には映画館の独特の雰囲気と集中できる空間が

あります。皆さんもたまには映画でも見てリフレ

ッシュされたら如何でしょうか。 

■ 幹 事 報 告                仲田 廣志君 
• ガバナー事務所より４月ロータリーレートのお

知らせが届きました。 
 １ドル＝９８円 
• （財）ロータリー米山記念奨学会ニュース ハイ

ライトよねやま １０９がメールで届いており

ます。 
• 島田ロータリークラブ週報が届いております。 
• ガバナー月信 ３月号 Ｎｏ９と麻薬・覚せい剤

乱用防止センターの冊子が届いております。 
• 加藤まさをの会より加藤まさをの会通信「そう

び」が届いております。 
• 米山梅吉記念館春季例祭案内と館報が届いてお

ります。 

■ 出 席 報 告          山田 昭雄君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

22／36 61.11％ 26／37 70.27％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ノ谷君 ○石垣君 ○落合君 北村君 

○後藤君 ○増田君 ○水野君 ○渡辺君 

青島彰君 飯塚君 板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 

望月志君 

(２)メークアップ者 

鈴木 勝弘君（静岡東） 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ    山田 昭雄君   
• 内孫（男子）が産まれました。よい“じいちゃん”

になる様頑張ります。 

スマイル累計額 ４６４,０００円 

■ ＰＥＴＳ報告                松葉 隆夫君           
３月１５日、会長（幹事）エレクト研修セミナー

が、常磐ホテルに於いて開催されました。 

◇ガバナーの言葉 

会員増強を訴え、各ク

ラブ純増１名の目標

を掲げ目的達成の為

努力した結果、１１月

末地区全体で８３名

という成果をあげま

したが、束の間昨秋起きたリーマンショック以来

の大変動の余波を受け１２月末には純増分は半減

してしまいました。 

との言葉がありました。 

◇ガバナーエレクトの言葉 

ＲＩのテーマと職業奉仕の重視・２００９～２０

１０年度のＲＩ会長は、スコットランド出身のジ

ョン・ケニー氏で、ＲＩのテーマは、「ロータリー

の未来はあなたの手の中に」です。 

会長の最強調事項と会長強調事項は、一昨年と昨

年に続いた内容で、最強調事項は、ポリオ・プラ

スです。ビル・ゲイツ財団と共にポリオ撲滅運動

の先端に立とうとしている。会長強調事項は「保

険と飢餓」「水」「識字率向上」です。 

◇次年度の見通しと方針 

職業奉仕を成し遂げて行く事が大切。 

会場の食事について無駄の無い様に努める。クラ

ブ協議会は、年１～２日開きロータリー活動に対

して協議会を行う。ＩＭ地区大会の出席をする。

地区目標達成の為、先頭に立って活躍して欲しい。

財団米山に対しての寄付をお願いします。 

◎静岡産業大学 冠講座・職場訪問のお願い 

静岡産業大学情報学部教授 

 田畑 和彦様  小山 内郁宏様 

【２００９年度冠講座と企業見学について】 

◆国際情報学科の改編（２００９年度より） 

 ２００９年度より 

 ＊国際情報学科 

・アジアビジネスコース（アジア経済、経営

中心） 

・アジア文化コース（語学、アジア文化中心） 

・国際交流コース（留学中心） 
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◆改編の理由 

 １．２００９年６月 富士山静岡空港開港 

    ソウル便 １日２便 

    上海便  週４便（いずれ香港、台北便） 

    ＊地域のグローバル化 

 ２．観光庁設置、留学生３０万人計画といった

国の施策 

    ＊観光のアウトバウンドからインバウン

ド化へ。将来の人材確保のため。 

 ３．情報学部留学生 約２５０人 グローバル

キャンパス化へ 

  ＊中国、ベトナム、インドネシア、ミャ

ンマー、ネパール、スリランカ、バン

グラデシュ 

大学院進学の実績 早稲田大学 慶應大学 

一橋大学 名古屋大学 青山学院大学 中

央大学 明治大学 

（その後の進路：ソニー、ＫＤＤＩ、富士ゼ

ロックス、資生堂、野村総研、シャープな

ど） 

 ４．静岡大学、県立大学、産業大学の３大学連

合大学院設立（２３年度予定） 

国際経営、公共経済の専門大学院 

◆アジア重視型プログラム 

アジア市場にはばたく人材づくり（異文化理解力

とコミュニケーション能力の養成） 

１ アジア地域主要言語の教育 

 （コミュニケーション中心） 

１年次から４年次までの英語と中国語教育（日

本人学生はどちらか選択必修） 

１年次から４年次までの日本語教育（留学生は

必修） 

２ 地域研究カリキュラム 

 （異文化理解、グローバル的教養の必要性） 

 １年次：国際関係論、比較文化、アジア概論、

アジア文明論 

 ２年次：アジア貿易論、アジア経済論、アジア

文化論、中国論、日中関係論 

 ３年次：ニュージーランド事情、オーストラリ

ア事情、ヨーロッパ文化論 

３ 現地体験型学習 

 Ａ アジア研修 

  １年次： 

  ・アジアビジネス演習Ａ（海外） 

香港（金融センター）、マカオ（観光産業）、

広州（広州ホンダなど日系企業見学） 

・アジアビジネス演習Ｂ（国内） 

志太榛原地域の地場産業（藤枝ロータリー）

と浜松地域の大企業（浜松商工会議所） 

＊ 上記の２つの演習を１年次に選択必修。そ

の後の学習の動機付けに。 

 Ｂ冠講座 

・ 静岡銀行（国際金融、金融危機、サブプラ

イム問題などをテーマに） 

・ 日中友好協議会（日中関係、中国ビジネス

の現状、中国地域研究） 

・ 藤枝ロータリー（地場産業のグローバル展

開、外国人雇用、イノベーション） 

   ＊現場から生の声を聴く。 

 Ｃ長期留学（単位互換）語学力の大幅アップ 

 Ｄ短期語学研修 

４ 学生の異文化交流 

バディ・システムの導入 日本人学生と留学生

との１対１のペアリングをし、異文化理解を促

進し、異文化コミュニケーション能力の向上を

図る。 

５ ネイティブ講師の招聘（日本語で） 

「比較文化」 アモイ大学 陳端端教授 

「アジア貿易論」 香港企業 胡衛傑社長（経済

学博士） 

（今年度 早稲田、慶應、中央、青山など） 

 

 

 

 

 

 

（担当／鈴木廣） 


