■ 会 長 報 告

江﨑 晴城君

みなさんたいへん
ご無沙汰になりま
した。
8 月の夜間例会に
替わるお弁当オー
ドブル配布例会以
来、緊急事態宣言
を受けて前回のリモートによる静岡産業大学ガ
バナーを講師に迎えた冠講座まで 9 月はすべて
臨時休会となりました。その間、例会を企画し
ては断念し、内容を変更しては延期中止となる
など担当委員会のみなさんにはたいへんご苦労
をかけてしまいました。まだ第 6 波への警戒を
解くことはできませんが、例会は再会の決断を
しました。
女子のエンパワーメント支援をテーマにした
みんなでつくる 50 周年。
インターアクトクラブ
による障害者ボランティア同志の国際交流事業、
そして U18 全国女子サッカー大会のキックオフ、
この２つの記念事業は 12 月に予定されていま
す。空白の 1 か月を埋めるべく改めて準備に着
手しなければなりません。事業を実行するため
にはみなさんのお力添えが欠かせません。改め
てお願いして例会再スタートにあたってのご挨
拶ご報告にかえさせていただきます。

■ 理 事 会 報 告

山田 賀昭君

・9 月臨時休会が承認されました。
・10 月プログラムが承認されました。
・10/5 からの冠講座について、登壇者の変更や
リモート開催への変更を、会長幹事へ一任
していただくことが承認されました。
・土屋富士子会員の次年度地区米山委員会への
出向が承認されました。

■ 幹 事 報 告

山田 賀昭君

・英字版 the Rotarian が届きました。
・日本事務局より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ・域社会の経済発展月間ﾘｿｰｽのご案内
が届きました。
在宅勤務延長のお知らせが届きました。
・ロータリーのも事務所より
新型コロナウイルス感染症に関する友事務所
対応のお知らせが届きました。
・ロータリー米山記念奨学会より
ﾊｲﾗｲﾄよねやま Vol.257，258 が届きました。
・米山梅吉記念館より、館報 2021 秋号 Vol.38
が届きました。
・ガバナー事務局より
ガバナー公式訪問の御礼が届きました。
インターアクト年次大会開催延期のお知らせ
が届きました。
ロータリー川柳、江﨑会長受賞作品が 9 月 14 日
付山梨日日新聞に掲載されました。
・一般財団法人 比国育英会バギオ基金より
バギオだより 2021 年 9 号 Vol.85 届きました。
・藤枝市国際友好協会様より
情報誌「ＦＩＦＳ ＮＥＷＳ Vo.159」が
届きました。
・藤枝市緑をすすめる会より
緑の募金運動への協力のお願いが届きました。

■ 出 席 報 告

土屋 富士子君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

39／42 92.85％

42／42 100％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
大杉君 仲田晃君 望月君
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・妻の誕生日ならびに結婚記念祝いありがとう
ございます。今年で結婚 30 年になります。
これからも二人仲良く暮らします。

■ 米 山 奨 学 金 授 与

米山奨学生
ﾌｨﾝ ﾃｨ ﾀﾝさん

遠藤達哉君
スマイル累計額 ２２，０００円

■ 会 員 卓 話

■ ゲ ス ト
フィン ティ タンさん（米山奨学生）

■ スマイル B O X

土屋 富士子君

・上野動物園の双子のパンダの名前が決まりま
した。私の娘 暁青（あかつきあおい）と書いて
あかねといいますが、その「暁」を中国語
「シャオシャオ」で応募したところ見事に
採用されました。家庭の明るいニュースです。
江﨑晴城君
・お祝い有難とうございます。
83 才になりました。
色々な事に興味を持ち続けて行きたいを頑張
ります。
松葉義之君
・62 才になりました。関連会社に移り時間が
出来たので、ゆっくり旅行でもと考えており
ましたがコロナでどこにも行けません。
早く以前の様な生活が出来る様祈っています。
辻󠄀孝之君
・お祝いありがとうございました。73 才に
なりました。これからも日々感謝の気持ちを
もって過ごしたいと思います。
仲田廣志君
・今月 30 日に 51 歳の誕生日を迎えます。妻と
もうすぐ 2 歳になる長女と誕生日を迎えること
ができ、とても嬉しく感じております。
武田浩英君

小西 啓一君

会員選考について
ａ 藤枝ＲＣ定款には定め無し。
ｂ ロータリー情報ハンドブック 2020 年度版
66 項の会員 ｸﾗﾌﾞの構成に記載
ｃ 国際ロータリー2660 地区 ロータリー
百科事典に記載（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）
職業分類について
ｄ 藤枝ＲＣ定款第 8 条職業分類第 1 節一般
規定（Ａ）主な活動（Ｂ）是正又は修正第
2 節制限 1 業種 5 名以内
ｅ ロータリー情報ハンドブック 2020 年度 189
頁職業分類 職業分類および会員に関する
一般原則 職業分類調査の目的（7 項目
あり）
ｆ 国際ロータリー2660 地区 ロータリー百科
事典に記載（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）
余談
格言 座右の銘
徳川家康 人の一生は…
杉山鷹山 為せば成る、為さねば成らぬ…
吉田松陰 夢なき物に理想なし…
山本五十六 やってみせ、言って聞かせて…
松下幸之助 青春とは心の若さである…
サムゥエルウルマン 青春とは人生のある
期間ではなく…
日本経済新聞 私の履歴書
Ａ 大坪清 ｵｵﾂﾎﾞｷﾖｼ 五省（ごせい）瞥見資力
（べっけん）
Ｂ 永山治 ﾅｶﾞﾔﾏｵｻﾑ 吉田松陰
Ｃ 吉野昭 ﾖｼﾉｱｷﾗ 悪魔の川 死の谷 ﾀﾞｰｳｨﾝの海

・早いもので結婚してから 25 周年になりました。
これからも適度な距離間で歩んでいけたら
いいなと思います。ありがとうございます。
太田暢裕君
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★ 冠 講 座
＜開講日＞
令和３年１０月１２日㈫
＜講義内容＞
「ワクワクの種をまく」
＜担当者＞
(株)江﨑新聞店
代表取締役
江﨑晴城君

■ 冠 講 座 委 嘱 状 授 与

■ ロータリーの友紹介

青島 彰君

『ロータリーの友 8・9・10 月号紹介』
7 月に第 1 回目
の友紹介が新型
コロナの影響で
延び延びになっ
ていましたが例
会再開により復
活しました。

新型コロナがすべての日常生活を侵害している
ことを改めて感じさせられます。
今回は 8 月、９月、１０月の３か月分を紹介します。
８月号
ＲＩ会長メッセージ ８月は会員増強月間です
のであらためて（みんなが一人を入会させよう）
と発信しています。コロナ影響下増強の成果は
不透明でしょう。
横組ｐ２０ 本年 5 月 25 日開催された「日本の
ロータリー１００周年を祝う会」の紹介記事が
載っています。
『果たしてロータリーは？過去・
現在・未来』と題して元ＲＩ理事千玄室氏（京
都ＲＣ）が基調講演を行っています。
縦組ｐ４ サラヤ代表取締役社長 更家悠介氏
が「渋沢栄一の精神を受け継ぐ」と題して寄稿
しています。多くの企業の設立や育成に携わる
一方で、福祉や教育などの社会事業にも尽力し
た渋沢栄一。彼の思想はロータリーの職業奉仕
とつながることであり渋沢の生きざまはロータ
リーの今後の展開に大いに参考になるものとし
ています。
是非、
読んでいただきたい記事です。
私の雑学知識の中では日本のスーパーゼネコン
5 社（大林組、大成建設、鹿島、竹中工務店、
清水建設）の設立にかかわっています。渋沢栄一
のスケール感は常人では計り知れないものです。
9 月号
ＲＩ会長メッセージ ９月は識字率向上月間です。
識字率の向上は、
貧困からの脱却、健康の増進、
平和の推進というロータリーの活動において非
常に重要です。低所得国ですべての子供たちが
基本的な読解力を習得すれば世界的な貧困率が
大幅に低減するとしています。40 周年記念事業
のなか石垣君他 3 名で実施されたバングラディ
ッシュ小中学校への携帯発電機、文具等の寄付
は小さな事業ではありますがアフガンなどの
ニュースを考えると継続の必要性を感じます。
１０月号
ＲＩ会長メッセージ 「奉仕は地球で暮らすた
めの使用料である」
横組ｐ７ 「千代女が照らすこの街の未来！」
と題して姉妹クラブ白山ＲＣの八木義彦さんが
寄稿しています。松任市の生んだ俳人加賀千代
女をキャラクターとした長期社会奉仕事業
の紹介記事です。
横組ｐ３７ 伊豆山土砂災害 支援金は被災者
の生活再建へ
本年 7 月 3 日発生した土砂災害に対する支援に
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ついての様子が掲載されました、
１０月は米山月間です。ｐ１１～「米山を知ろ
う！」のテーマで歴史、小学生の寄稿文、米山
の資料、記念館の紹介、
「ロータリー学友に聞き
ました」の紹介記事が載っています。
寄付で終わりにしないで理解することが必要で
す。
ｐ４～「グローバルとローカル 現代世界の中
の地方創生」
と題した第 2790 地区大会記念講演
要旨が掲載されています。
・グローバル志向とローカル志向は相反するか。
・自然資源、歴史文化資源が地域アイデンティ
ティーをつくる
。
「よそ者」から見た地域の魅力がブランドに
・ローカルに立脚した上でのグローバル志向

10 月のお祝い
おめでとうございます！

ソングリーダー…… 平野 純也君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

四つのテスト
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《10・11 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

25

26

27

28

29

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

2

3

4

5

10：00～

閉局

10：00～

10：00～

16：00

16：00

11/1
閉局

16：00

8

9

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

16：00

17：00

16：00

15

16

17

18

19

10：00～

閉局

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

10

11

12
閉局

22

23

24

25

26

10：00～

閉局

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

29

30

閉局

10：00～
16：00

※ 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。

事務局
〒426-0037

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21
TEL054-647-2300 FAX054-647-2040
E-mail: club1972@fujieda-rotary.org

（担当／太田 暢裕君）
2355-5

