● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

こんにちは。
記録的に早い梅
雨明け宣言がさ
れましたが、そ
の後天候不順が
続き
「戻り梅雨」
の毎日が続いて
いますが、外仕
事を生業としている方は頭の痛い日々をお過ご
しのことと思います。
そんな最中に大変ショッキングな出来事があり
ました。
皆さんもご存じの通り参議院選挙の最中、安倍
元総理が銃撃されお亡くなりになりました。
現役の衆議院議員にして、日本の政界でも有数
の発言力を持つ元総理大臣が銃により暗殺され
るという思いもよらぬ異例の事態に、衝撃が広
がっています。
法に従って政治がおこなわれている法治国家で
ある我が国でその政治をつかさどる政治家を決
める選挙中で起こった悲劇であり、日本は安全
だという思いが崩されたようで警備に関しても
気のゆるみがあったように感じます。
コロナウイルス感染も 7 月に入り増加傾向にな
り第 7 波に入ったと報道がありました。
夏休み目前となり人の動きも活発になる時期と
なりますが、警戒を強化するレベル 2 に引き上
げられましたので、今一度マスクの着用・手洗
い・密の回避等気をゆるめることが無いよう基
本的な感染防止の徹底をお願いいたします。
先の理事会にて 8 月納涼夜間例会の概要も決ま
りこれから皆さんにより楽しんでいただけるよ
う八木親睦担当には細部にわたり企画を練って
いただきますのでぜひ楽しみにしていただき懇
親を深めるためにも多くの皆様にご参加いただ
きますようお願いいたします。
さて本日は藤枝南クラブの樽井会長、鈴木幹事
にお越しをいただきました。年度初めのお忙しい
ところありがとうございます。樽井会長はロー
タリー歴も長く、会社の理念を拝見してもこだわり
を随所に感じ、大変刺激的な方です。今週末に

第三回目の会長幹事会がありますので、お酒を
酌み交わしながら個人的に気になっている座右の銘
「チャンスの神ははげている」のお話をお聞か
せ願えればと思っています。どうぞよろしく
お願いいたします。
今週は二日後に藤枝南クラブ訪問・夕方から静岡
にて会長幹事会・次の日が地区の財団セミナー
に松葉さんと参加してきます。月末には地区ー
が開催されます。なかなか気の休まる時が少ない
ですが、仕事柄体力はありますので暑さに負けず
場面ごとで楽しみを見つけ色々なものを吸収し、
今後の運営に役立てていきたいと考えております。
本日は、土屋幹事の発想で中国語会話レッスン
の時間を設ける予定です。講師は米山奨学生の
李旻玉さんです。コロナの影響で行き来が減り
両国の印象が悪化しているとされていますので
解消の一助となるよう少しの時間ですが役立つ
事を願っています。
今後も、ロータリーとしての定義「DEI」多様性・
公平性・包括性への取り組みを実践し、あらゆ
る人が歓迎されていると感じ、尊重され、会員
として大切にされるクラブの環境づくりに力を
注いでいきますのでご協力お願いいたします。
以上、ご報告とさせていただきます。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・7 月理事会報告を回覧いたします。

● 理 事 会 報 告

土屋 富士子君

・8/24 納涼夜間例会について、場所が海鮮料理
舟小屋へ変更で承認されました。
内容は、供水うなぎを食べるプランが承認さ
れました。他は、継続審議となります。
・8/3 地区委員卓話（会員増強）が承認されま
した。
・8/10 ガバナー補佐訪問が承認されました。
・8/6 インターアクト年次大会について、ロー
タリープログラム委員長平会員が参加します。
参加費 15000 円は、学校側でお支払いして
もらう調整で承認されました。
・2022-2023 クラブ計画書について、承認され
ました。
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・事務局雇用契約について、会長・幹事側で進
め報告をすることで承認されました。
・その他、地区ロータリー財団セミナーは、会
長・松葉委員長が参加登録いたしました。
地区会員増強セミナーは、会長・幹事・増田
委員長・村松 RLI ディスカッションリーダー
が参加登録いたしました。

● 出 席 報 告

森下 敏顯君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

41／43 95.34％

41／43 95.34％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○大杉君○大塚君○河森君○菅原君○鈴木舜君
○玉木君○仲田晃君○松田君 望月君
(２)メークアップ者
大杉君 大塚君 河森君 鈴木舜君 玉木君
仲田晃君 松田君

● ビ ジ タ ー
樽井 勉君（藤枝南ロータリークラブ）
鈴木 寿幸君（藤枝南ロータリークラブ）

ございます。本日は、鈴木寿幸幹事と共に、
ご挨拶に参りました。
先程、松葉隆夫さんから、
「挨拶に来るのが遅い
なぁ」と言われましたが
１９９５年に藤枝南クラブ入会で２７年目の
「ご挨拶」です。
当時、藤枝クラブの会長は、コンツナの山田昭雄
さんでした。
正月の賀詞交歓会では、藤枝クラブ橋本さんの
「初亀」南クラブ岩本さんの「士魂」の樽酒で
鏡割りをして、よ～く両クラブで飲みました。
その後、
「椰子の実」で呑んで歌った記憶があり
ます。
親睦は、退会防止に重要です。
親睦には、懇親会が一番です。
藤枝南の今年のテーマは「クラシックロータリ
ー」です。昔の、古典的なロータリー、職業奉
仕を主軸に、みんなで親睦を深める。
そのために、委員会、ＩＧＭ等、会員同士の交
流を深める懇親会を多く開催します。
みなさんと、賀詞交歓会、合同例会で楽しく親
睦を図りましょう。両クラブで、楽しくエンジ
ョイロータリーしましょう。
今年度も、どうぞ、よろしくお願いします。
という事で、ご挨拶とさせていただきます。

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

● スマイル B O X

森下 敏顯君

・今年度 皆さんと楽しくエンジョイロータリ
ーしましょう。よろしくお願いします。
藤枝南 RC 会長樽井勉君 幹事鈴木寿幸君

スマイル累計額 ３６，０００円

● 藤 枝 南 R C 会 長 挨 拶
藤枝南 RC
樽井 勉会長

みなさん、こんにちは。
藤枝南ロータリークラブ第３２代会長の樽井で

●ワンポイント中国語会話レッスン
米山奨学生 リ・ミンギョクさん
こんにちは
日本人でも多くの
人が知っている通
り、
「こんにちは」
は「你好」です。
日本で「ニーハオ」
としてよく知られ
ているイントネー
ションは間違っていることが多いので、正しい
発音を確認してみてください。
目上の人やビジネスシーンで初対面の人と挨拶
する時には「您好」というと敬語になります。
「你们好」というと、複数の人に対しての「こ
んにちは」という挨拶になります。
「你们」を「你」
（あなた）に変えて「你们」と
言うと、一人の人に対しての「こんにちは」で
す。会社でみんなに向けて挨拶する時や、プレ
ゼンを始める時など、大勢の人に挨拶するなら
「大家好」と言います。
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・你好（Ni hao）(ニー ハオ)
・您好（Nin hao）(ニン ハオ)
・你们好（Nimen hao）
・大家好（Dajia hao）(ター ジャー

ハオ)

場面によって使い分けてくださいね。
中国語も日本語と同じく時間帯によって挨拶
を使い分けます。
「你好」は「こんにちは」と同じで１日中使う
ことができますが、どちらかというと昼間のイ
メージです。
・早上好（Zaoshang hao）
（ザオ シャン ハオ）
「おはようございます」
「早」という簡単な言い方もあります。
・
「你好」
（Ni hao）(ニー ハオ)「こんにちは」
・晩上好（Wanshang hao）(ワン シャン ハオ)
「こんばんは」
時間別の言い方のぜひ覚えてみてください。

●ロータリーの友紹介

P８以降 ジェニファージョーンズ会長の紹介
職業はテレビ番組制作会社社長
年齢は５５歳
ロータリー入会のきっかけは、２０代の頃、ラ
ジオレポーターとしてロータリークラブを取
材、地元有力者たちの集まりで、印象に残って
いたその後、会社を立ち上げた２９歳の時、例
会に誘われ、ここが自分の居場所と気付き、例
会に誘われた事が人生の最高の贈り物と感じ、
その後の人生が大きく変わりました。
そして２００１年には、所属クラブの会長を務
め、６年後、３０代でその地区初めての女性ガ
バナーとなり、ロータリー活動に全力投球をし
ました。
また、職業奉仕も行ってきました。
・プロゴルファーのジャックニクラウスとのゴ
ルフ大会や長時間のテレビ番組を企画し大規模
な資金調達イベントを実行してきました。

石垣 善康君

『ロータリーの友
７月号紹介』
p５
ロータリーの友
委員会委員長に
パストガバナー
高野孫左衛門氏
が就任されまし
た。
その方針は
「学び・考える＜ロータリーの友＞を目指し「た
めになる機関誌」ずくりを目指します。
p７
＜RI 会長メッセージ＞をまずご紹介します
・ロータリーの友に記載されている、ロータリ
ーストーリー（ロータリー情報や活動など）を
ロータリー会員以外のより多くに 人に発信
し、（マスコミに取り上げられる。ロータリー
の友を読んでもらう）そして、ロータリーの友
を通じて、ロータリーを認識してもらう事は、
必要であり素晴らしい事です。
このことを念頭に置いて
・今年度の計画はこの１年間、世界に示してい
ける様な持続可能で大規模な奉仕プロジェクト
に光を当て、その内容・活動を発信し、世界の
人々と世界平和と、また奉仕について、情報共
有します。

ソングリーダー…… 平野 純也君
ソング…… それでこそロータリー

四つのテスト

2388-3

《7・8 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

25

26

27

28

29

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

8/1
閉局
8
閉局
15
閉局

2

3

4

5

10：00～

9：30～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

16：00

11
閉局

12
閉局

9

10

10：00～

9：30～

16：00

16：00

16
閉局

17

18

19

10：00～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

22

23

24

25

26

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

29

30

31

閉局

10：00～

10：00～

16：00

16：00

※ 8 月 11 日～16 日まで事務局は閉局となり
ますので、お願い致します。
※ 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／伊藤 友伸君）
2388-4

