■ 会 長 報 告

江﨑 晴城君

新聞記事や広告、
看板、テレビなど
あらゆるところで
「50 周年」という
キーワードに反応
するようになって
しまいました。
先日マクドナルドのドライブスルーに寄り
ましたら一号店が銀座にオープン以来 50 周年
とのこと。うれしくなって家内の分まで買って
しまいました。それにしても時間が経ち冷えた
ハンバーガーはどうして不味いのでしょうか。
有名どころでいくと、日清カップヌードル。
安藤百福が発明してヒットとなり世界中の方が
食べています。様々な新製品を発表しチャレンジ
を忘れない姿勢はたいへん勉強になります。
また、面白いところですと、カニカマ。石川県
七尾市のスギヨという会社で、はじめは人工ク
ラゲを研究していて偶然出来た商品らしいです。
いまでは世界中で食され、フランスではカニカマ
を surimi と呼んでいるとか。
本日の例会は 50 周年記念事業二本柱のひとつ
「U-18 女子サッカー藤枝ロータリー杯」について
島村委員長、
大塚さんから事業説明があります。
きっかけは藤枝ロータリーの事業から生み
出され、思いがけず全国、世界的に育つイベント
になるかもしれません。本日もよろしくお願い
します。

■ 理 事 会 報 告

山田 賀昭君

・12 月プログラムが承認されました。
・12/22 例会について、ひかりのいえ主催者、
藤枝市子ども家庭課職員さんの外部卓話
が承認されました。

・1/14 新年賀詞交歓会について、
今年度は南 RC 担当となります。企画書が提出
され承認されました。コロナ感染状況を見
ながら変更の可能性もあります。
・指名委員会報告について、次年度役員が
承認されさました。
・12/1 クラブ年次総会について、例年通りの
進行が承認されました。
・臨時休会、納涼例会、クリスマス例会見直し
に伴う、予算変更について、予算の振分が
承認されました。
①寄付 10 万円（子ども支援へ寄付）
②PR80 万円（12 月 4 日静岡新聞最終面の
一面掲載）
③50 周年記念品 25 万円（通常記念品と
別で会員のみ配布分 5,000 円×43 名＋α）
・12/25.26 サッカーイベントについて、
当日タイムスケジュール、役割分担の報告
がありました。17 日例会卓話にて会員の
皆様へ案内がされます。

■ 幹 事 報 告

山田 賀昭君

・英字版 the Rotarian が届きました。
・ガバナー事務所より
ヒューストン国際大会へのツアー等について
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.260 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

34／43 79.06％

39／43 90.69％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
大杉君 落合君 河森君 鈴木 舜 君
仲田晃君 望月君 八木君 柳原君

武田君
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■ ゲ ス ト
フィン ティ タンさん（米山奨学生）
酒向 謙次様

■ スマイル B O X

土屋 富士子君

藤枝順心高校サッカー部が、先日行われた高校
選手権東海大会において、見事優勝しました。
よって、2022 年 1 月 3 日より行われる、全国大
会に出場する事ができます。現在全国 2 連覇し
ており、
本年、
前人未到の 3 連覇を目指します。
是非応援願います。後援会へのご援助も合わせ
てお願い致します。

島村 武慶君

スマイル累計額 ２８，０００円

ソングリーダー…… 増田 貴行君
ソング…… それでこそロータリー

■ ロータリーの友紹介

青島 彰君

『ロータリーの友 11 月号紹介』

「ロータリーの友」
11 月号の紹介をし
ます。

筋委縮が著明
片側肢の症状が強い
●ポリオに対する世界の取り組み
ＷＨＯが世界ポリオ根絶計画を開始した
１９８８年当時は１２５か国以上の国で
３５万人の患者が発生。感染症蔓延を予防
するワクチン普及活動が積極的に取り組んだ
結果２０１４年には患者数３５９人まで
減少した。
インドでは２０１４年ポリオ根絶宣言が
なされました。ポリオ常在国はパキスタン、
アフガニスタンです。日本では１９８０年を
最後に根絶となっています。
横組ｐ16 インターアクト週間の記事
「点字カレンダーを製作」藤枝順心高校
ＩＡＣの活動記事が掲載されました。
記事内に藤枝ＲＣがどこにも載ってい
ません。残念
横組ｐ４３ 会員数動向
７月末
８４，５４７名
８月末
８４，７２４名
前月比 +１７７名
縦組ｐ４ 「デジタル技術って？光通信が
支えるテレワーク」
私の仕事柄パソコンは必要不可欠のものと
なっています。事務所→現場・クライアント
等→在宅ワークを考えるとき業務の分別
管理がありなかなか難しいことになって
います。
縦組ｐ１４ 「女性活躍社会は来るのか」
大津東 山本浩美氏
女性が参加しやすい社会は誰もが活躍できる
社会に通ずる。そういった社会づくりの
一助となりたい。そのとおりです。

■ 委 員 会 卓 話
横組ｐ7~14 11 月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間となっています。
ロータリーの大きな目標となっているポリオ
根絶についてインドでの活動記事が掲載されてい
ます。
●ポリオとはどのような病気？
・ポリオウイルスの中枢神経への感染により
急性ウイルス感染症。
・ポリオの特徴的な症状
弛緩性麻痺

青少年委員長
島村 武慶君
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★ 冠 講 座
＜開講日＞
令和 3 年 11 月 9 日㈫
＜講義内容＞
「車と私」
＜担当者＞
㈱田沼ボデーサービスセンター
代表取締役 河森 栄介君

四つのテスト

第 6 回目の冠講座が 11 月 9 日に静岡産業大学
にて行われました。テ－マは「車と私」で講師は
田沼ボデ－サ－ビスセンタ－の河森さんです。
最初はロ－タリ－クラブの会員としての目的、
精神（4 つのテスト）など基本的な事を体験
など含めながら話をされ、学生達には分かり
やすくとてもよかったと思います。
次に自分のプロフィ－ル、会社の歴史、仕事
のことなど話をされて、小さい会社だからこそ
自分の能力を活かして他にはない沢山のサ－ビ
スを提供できることで、皆様にとても満足して
もらっていますと言う事で、会社を経営している
同じ者としてとても大事であり、学生にもすごく
勉強になったのではないかと思います。また、
車のエンジンの種類や仕組みの話もしてくれて、
2359-3

車に興味のある人には、はまってしまうような
内容で自分も聞き入ってしまいました。
そして、自動車業界の将来の展望も含め、
水素エンジンについては可能性とすばらしさを
教えてもらいました。
とても勉強になりました。
（八木君）

《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

16：00

8

9

10

11

12

閉局

10：00～

9：30～

閉局

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

25

10：00～

閉局

9：30～

10：00～

16：00

16：00

29

30

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

26

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／遠藤 達哉君）
2359-4

