■ 会 長 報 告

江﨑 晴城君

本日より澤部さん
が入会されました。
当クラブ 3 人目の
女性会員となりま
す。心より歓迎
申し上げます。
さて、昨日藤枝
順心中学高等学校創立 110 周年に藤枝ロータリー
クラブを代表して出席して参りました。学校法人
藤枝学園の仲田理事長は当クラブ会員ですし、
学校関係者として、青島克郎さん、島村さんも
出席されていました。ご存知の通り藤枝クラブ
とはたいへん深い関係があります。
50 周年を迎える今年の活動テーマでは「女子の
エンパワーメント(活躍の場づくり)支援ですが、
その活動において欠かせない順心高であります。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、順心高
の足跡についてご紹介します。創立者は丸子で
生まれた長谷川タキ。幼少の頃に家を出され
丸子の真言宗小野寺を経て曹洞宗大乗寺の末寺
にあたる青島村の退玄庵の智光院の養子になり
ます。智光院は近くの子たちに裁縫を教えて
おり、タキはその助手を勤めていましたが、
女性の地位向上手に職を持って働くには裁縫の
技術を広めることだと、静岡の裁縫学校に通い
たいと申し出ますが、お金がなく、自ら茶摘み
や茶工場に勤めその資金を貯めて学びにいきま
した。校章は、寒い冬のなかに耐え、純白で芳
しく咲く白梅です。それが基盤となり大正元年
9 月に仲田裁縫教授所を開き、藤枝南高を経て
藤枝順心中学高等学校となり 110 周年を迎えま
した。
本日例会では、いよいよ 12 月 5 日に開催されま
す、藤枝順心インターアクト部との共催事業
ロータリー奉仕 DAY についてお話いただきます。

みんなでつくる 50 周年。本日もよろしくお願い
します。

■ 幹 事 報 告

平野 純也君

・日本事務局より
ロータリー財団月間リソースのご案内、
在宅勤務延長のお知らせが届きました。
・ロータリーの友事務所より
友事務所対応のお知らせが届きました。
・米山梅吉記念館より
松村友吉理事長就任のご挨拶が届きました。
・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 11 月号 Vol.87 が
届きました。
・藤枝順心中学校 高等学校様の
創立 110 周年記念式典が行われました。

■ 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

39／43 90.69％

36／42 85.71％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
落合君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君

■ 奨 学 金 授 与

米山奨学生
ﾌｨﾝ ﾃｨ ﾀﾝさん

■ ゲ ス ト
フィン ティ タンさん（米山奨学生）
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・ちょうど 20 周年になりました。これからも
仲良くしていいたいです。平野純也君
・結婚記念のお祝いありがとうございます。性
格もちがい、けんかも多いのですが、言いた
い事を言い合える仲が一番です。別れること
がないように これからもがんばっていきま
す。ありがとうございました。八木晋介君

■ 入 会 式
本日、澤部君が
入会されました。
さわべ

さ ゆ り

氏 名 澤部 小百合君
勤務先 (株)エルシード

役 職 代表取締役
勤務先住所 藤枝市藤枝４丁目２番２号
11 月に入会させて頂きました、(株)エルシード
の澤部小百合です。 私には現在 4 歳になる女
の子の孫がおります。彼女が大人になったとき
に、いくつになっても学び続ける大人を見せた
いと思っています。次世代の社会の為に貢献で
きる様、活動させて頂きます。 又、皆様から沢
山の事を学ばせて頂ける事が楽しみです。宜し
くお願い致します。

■ スマイル B O X

土屋 富士子君

・本日配布のガバナー月信に藤枝ロータリーク
ラブの静岡産業大学冠講座の記事を投稿しま
した。13 年続くこの事業の意義深さを改めて
認識しました。学生にとって貴重な授業にな
ったと思います。ご登壇いただいた皆様、あ
りがとうございました。江﨑晴城君
・こんにちは、昨日にて藤枝ロータリークラブ
担当の産大での冠講座が終了しました。お話
して頂きました小林ガバナー、江﨑会長、北
島さん、太田さん、八木さん、河森さんあり
がとうございました。河森栄介君
・48 才になります。ゴルフもサーキット走行も
まだまだ中途半端ですので気合を入れなおし
てがんばります。河森栄介君
・お祝いをありがとうございました。平野純也君
・結婚記念お祝い、有難うございます。又、本
日は、妻をお招き頂き、感謝いたします。こ
れからも、ゴルフを始め、お付き合いの程お
願い申し上げます。石垣善康君
・結婚記念のお祝いありがとうございました。
なんとか続いています。池ノ谷敏正君
・お祝いありがとうございます。結婚生活が続
けられる様にがんばります。大塚高弘君
・結婚して 36 年目になります。夫婦が上手く
いくコツはお互いに求めすぎず感謝する事だ
そうです。我慢して頑張ります。又妻の誕生
祝いもありがとうございます。辻󠄀孝之君

スマイル累計額 ２６，０００円

■ 委 員 会 卓 話

50 周年実行委員長
森下 敏顯君

奉仕・ｸﾗﾌﾞ広報委員長
河森 栄介君
『ロータリー奉仕
デーについて』
①会員増強・クラブ戦略計画委員会/50 周年記
念誌担当→参加者誘導と記念誌映像記録
・1 席に３名座れるようになっています。
・図の様に参加者の方々の席への誘導をお願
いします
・記念誌の為の映像記録をお願いします
②ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会/50 周年式典担当→受付
・図の様にテーブルを 1 個外に出して頂き受
付をお願いします
・RC、インターアクト部生徒以外の来場者に
氏名と連絡先を記入して頂く（個人情報の
為丁寧に扱って下さい）
・その記入用紙は委員会の方で作成をお願い
致します
・体温と手先消毒を徹底してご案内して
下さい
③奉仕・クラブ広報委員会/50 周年広報担当→会場
・リモート設営・シナリオ通訳担当
・ロータリー・インターアクト・50 周年旗の
設置→BIVI キャン備品室の脚立を使用
・図の様に座席の配置移動、演台・司会台の
設置
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・来賓褌の取付（来賓席 A 向かって左側
藤枝市国際友好協会副会長 佐々木百合
香さま 中央 友好協会会長 桜井幹夫さま
右側 藤枝 RC 江﨑会長 来賓席 B 向かって
左側 藤枝市長 北村正平さま 中央
藤枝順心中学高等学校校長 戸田雪子さま
右側 NPO 法人 藤枝光文庫理事長
石神利行さま）
・本題に入る前に来賓の方々に正面の席に移動
して頂きますのでそこの席にも褌の取付
をお願いします。
席位置は平行移動します。
・YouTube ライブ配信の準備設営
※・ディスカッション時は来賓席 A･B でインタ
ーアクト部生徒が着座しますので来賓移動
時に正面席来賓褌を外してください
※・通訳の方が必要になった時の対応
④青少年委員会/50 周年イベント担当
・ロータリー・インターアクト・50 周年旗の
設置→BIVI キャン備品室の脚立を使用
・図の様に座席の位置移動、演台・司会台の
設置
・来賓褌の取付（来賓席 A 向かって左側
藤枝市国際友好協会副会長 佐々木百合香さま
中央 友好協会会長 桜井幹夫さま 右側
藤枝 RC 江﨑会長 来賓席 B 向かって
左側 藤枝市長 北村正平さま 中央
藤枝順心中学高等学校校長 戸田雪子さま
右側 NPO 法人 藤枝光文庫理事長
石神利行さま）
・本題に入る前に来賓の方々に正面の席に移動
して頂きますのでそこの席にも褌の取付
をお願いします。
席位置は平行移動します。
⑤ロータリー財団・米山記念奨学・クラブ規律
委員会→来賓担当
・来賓がいらっしゃいましたら図の待機場所
席まで案内してください。12：55 開始 5 分前
になりましたら正面の来賓席への案内
をお願いします。

１０月のお祝い
おめでとうございます！

結婚記念日

おめでとうございます

【石垣ご夫妻】

★ 冠講 座
＜開講日＞
令和 3 年 11 月 2 日㈫
＜講義内容＞
「玄米茶からｱﾙﾌｧｰ
化米へ～ﾛｰｽﾄ技術が
拓く未来」
＜担当者＞
㈱アルトス 代表取締役社長 八木 晋介君
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《11 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

11/1

2

3

4

5

閉局

10：00～

閉局

10：00～

閉局

16：00

ソングリーダー…… 内田 寿美君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

8

9

10

11
閉局

閉局

10：00～

9：30～

閉局

16：00

17：00

15

16

17

18

19

閉局

10：00～

9：30～

閉局

10：00～

16：00

16：00

22

23

24

10：00～

閉局

16：00

四つのテスト

16：00

9：30～
16：00

29

30

10：00～

10：00～

16：00

16：00

12

16：00

25

26

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

今日のお昼ご飯

（担当／遠藤 達哉君）
2358-4

