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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の例会は

所用で欠席させて

いただきました。

大変申し訳ありま

せんでした。今期

初めての欠席で抵

抗もありましたが、

幹事の温かいお言葉で甘えさせて頂きました。

私は IM後初めての例会ですので、先ずは IMの

御礼からさせて頂きます。石垣実行委員長率いる

実行委員会の皆様並びに全メンバーのお陰を

持ちまして、素晴らしい IM を開催することが

出来ました。ありがとうございました。第 4

グループの各クラブ会長のほとんどの方から

『良かった、お疲れ様でした。』のお言葉を頂き

ました。藤枝クラブの団結力を強く感じました。

少し時間が経ちましたが、ご報告させて頂きます。 

先週、次男と長男の留学先の LAに行って参り

ました。長男は今月末には帰国、次男は 4 月

からは大学に進学とこの時期しか渡米出来ない

状況で関係者に無理を言って行って参りました。

凄く幸せ者と自覚しております。 

男親子3人の旅行なんてこの先出来るかどうか

も判らないので行って良かったです。 

現地では長男のアテンドですべてお任せ旅行

でしたが、通訳付きの不安のない楽しい旅行

でした。ロサンゼルス→ラスベガス→グランド

キャニオン→ロサンゼルスと少しハードな旅行

でしたが、家族ならではの充実感とラスベガス

でも少し勝てましたのでハードさを微塵も感じ

ませんでした！笑。 

旅先で日本の文化と違う出来事を感じました

ので、少し紹介し挨拶とます。キーワードは、

『ウーバー』（Uber（ウーバー）は、アメリカ 

合衆国の企業であるウーバー・テクノロジーズが

運営する、自動車配車ウェブサイトおよび配車

アプリである。現在は世界 70カ国・地域の 450

都市以上で展開している。）と『ライム Lime - 

Your Ride Anytime』（ライムのしくみは、Lime-S

（電動スクーター）、Lime-E（Eアシストバイク）、

LimeBike を地図上で見つけるためにアプリで、

QR コードをスキャンするか ID を入力して、

乗車のロックを解除し上記の乗り物を使用します。

目的地に楽しく、健康的で手頃な価格で乗車

できる仕組み）です。どちらも観光ビジネスに

関連がありますが、今後日本国内でももしか

したら、普及するかもしれないシステムです。

静岡県も今後も中国人等のインバウンドを期待

できますので、触れさせて頂きました。ただ

最終的に普及しないのは、日本人の制度や仕組み、

「お上（かみ）」に対するメンタリティに原因が

あるのでは、と思い当たりました。最後に今回の

旅行で強く感じた事ですが、（すべての事に共通

するかとは思いますが、）思い切って行動する事で、

初めて体感できる事や気付く事があるという事

です。 

 

■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

34／43 79.06％ 34／43 79.06％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石間君 ○松田君 ○松葉隆君 江﨑友君 

大杉君 鈴木邦君 鈴木舜君 鈴木透君 

仲田晃君 
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(２)メークアップ者  

鈴木 邦昭君（焼津南）  

松葉 隆夫君（補助金セミナー） 

■ ゲ ス ト                        

静岡英和学院大学 人間社会学部 

准教授 谷口 ジョイ様 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

・県選挙がんばります。     落合 愼悟君 

・今回の IMに備え実行委員の皆さんの事務局や 

ホテルオーレでの度重なる打合せを傍から 

拝見し、皆さんの本気度が伝わってきていま 

した。当日の各担当の皆さんも素晴らしい 

活躍をしてくださり、成功するべく成しえた 

大成功だと感動しました。藤枝ロータリー 

ここにありという姿を示せたと思います。 

素晴らしい仲間を持てたことに感謝します。

青島 克郎君 

スマイル累計額  ９２，０００円 

■ 外 部 卓 話                       

 

 

 

谷口 ジョイさん 

 

 

 

 

「藤枝ロータリークラブとの出会い、その後の歩み」 

 

【講師】静岡英和学院大学 人間社会学部 

          准教授 谷口 ジョイ様 

 

【講師略歴】 

1976年生まれ。米国カリフォルニア州出身。 

2012 年から 2013 年にかけて、ロータリー国際

親善奨学生としてメルボルン大学大学院に留学

（藤枝ロータリークラブより推薦） 

2017年東京大学大学院にて博士号を取得。 

現在は静岡英和学院大学人間社会学部准教授。 

2019年 4月より静岡理工科大学情報学部准教授 

着任予定。 

 

趣味は山登り、サイクリング、ヨガ 

 

 

■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 ３月号紹介』 

ロータリーの友３月号を横組みから紹介します。 

今月は水と衛生月間です。そこで７ページから

の特集は、「世界中に安全な水を」と題して、

日本の地区、ロータリークラブが、地域で、

また世界で取り組む活動が紹介されています。 

蛇口をひねると当たり前にきれいな飲み水が

得られる、我が国日本。 

そのような国は世界においては少数派であり、

どれだけ恵まれたことであるかを、改めて自覚

しなくてはいけないのかもしれません。 

今あるこの環境を守るための活動をするクラブや、

水不足の国を救うプロジェクトにかかわるクラブ

など、水に関するプロジェクトを推進する全国の

クラブの活動を、是非、お読みください。 

 

つづく１４ページからは「会員増強・維持に

挑むローターアクトクラブ」と題された記事が

掲載されています。 

インターアクトクラブと異なり、学校という

バックボーンのないローターアクトクラブは、

その増強・維持は、クラブの各メンバーの努力も

さることながら、ホストクラブの努力も必要と

なってくるようです。 

本記事には、その取り組みがいろいろ紹介されて

いますが、その中には、我がクラブやインター

アクトクラブの増強・維持のヒントとなるものが

あるように思えます。 

増強担当、インターアクトクラブ担当に限らず、

会員の皆様に目を通していただきたい記事かと

思います。 
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２２ページからは今年初めにアメリカのサンディ

エゴで行われた国際協議会に参加した各地区の

ガバナーエレクトの感想が掲載されています。 

その中、２４ページには当地区の女性ガバナー

エレクト、安間みち子君の感想が載っています。 

ご覧ください。 

 

２８ページからは「心は共に東日本大震災」と

題して、東日本大震災に関するロータリアンの

記事が掲載されています。 

その中でも３０ページ。台北東海ＲＣ会長の

被災地歴訪記録が掲載されています。海外の方の

震災に対する気持ちが読めるのは、とても貴重な

気がします。 

人類みな兄弟、古いですが、そんな言葉が浮か

んだ記事でした。 

是非、お読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《3 月～4 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （担当／平野君） 
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