● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
まずはコロナウイ
ルス感染状況の話
ですが、三連休後
で検査数が少ない
こともあり先週よ
りは新規感染者は
減っていますが、
国内では依然上昇傾向にあり、万全を期すため
にも円卓からスクール形式に座席を変更させて
いただきました。若い世代の感染が顕著で夏休
みに入りより危惧されますので「いつも以上に
基本的な感染対策の徹底」と熱中症も合わせて
ご注意してください。
来週は早朝例会になりますが、地区増強維持委
員長卓話・ガバナー補佐訪問と外部の方をお招
きしての例会が続きますので、高い出席率でお
迎えをしたいと思います。ご協力をお願いいた
します。
先週は金曜日に南クラブさんに土屋幹事と訪問
してきました。まず生演奏でのソングから始ま
り「今週の一言」で毎回メンバー入れ替わりに
て御題フリーでお話をしています。その日のメ
インはバスト会長・幹事の卓話でしたが両名と
も一年の振り返りの話ではなく商売の話と今気
になっていることをお話されました。すごくフ
ランクな感じを受けましたが、樽井会長の話の
中でガバナー指名に向けて本格的に実行委員会
を設けて動き出すとお話をされていまして、ガ
バナー指名に向けてクラブ上げての本気度を感
じました。藤枝からも 3~4 名ご協力をいただき
たく江﨑バスト会長にも話はしてありますとお
伝えされました。五年後に向けてのことですが
当クラブでも他人事ではないのでこの件につい
ても考えていかなくてはと思います。公ではな
くまずは会長経験者の皆さんから屈託ないご意
見・ご教授をいただければありがたく思います
ので頭に入れておいてください。
続いて同日の 15 日の夕方第三回会長幹事会が
静岡にて開催されました。
各クラブの近況報告ですが、主には会員増減の

報告で、ほとんどのクラブが純増していまして
掛川クラブは掛川グリーンの影響もあり 4 名増
となっています。当クラブも勝又さんに入会し
ていただきましたので紹介いただきました島村
さん・武田さん改めてお礼申し上げます。
もう一点第四グループ合同奉仕事業ですが、改
めて 9/11 海岸清掃を行うことで決まりました。
今後は各クラブより担当者レベルで ZOOM にて
会議を持ち詳細を詰めていきます。
同日、第 2、第 3 グループも海岸清掃を行い東
は沼津から西は袋井までの広範囲での奉仕事業
となり NHK と SBS のメディアも入り公共イメー
ジ向上にも大きな成果が期待されます。藤枝か
ら 8~10 名で参加したいと思いますので積極的
にご参加をお願いいたします。
翌 16 日には松葉隆夫さんとロータリー財団セ
ミナーに参加をいたしました。
エンドポリオまであとパキスタン・アフガニス
タンの隣り合う二か国のみとなっていますが、
スタッフの人力で家庭を回りまた人の集まると
ころに出向いてワクチン接種をしている動画を
視聴し原始的ではありますが根絶に向けて確実
に進んでいると感じさせていただきました。
昨年グローバル補助金による奨学生の募集があ
りました。その時はすでに申込期日が過ぎてい
た為、改めて 9 月からの申し込みに向けて動い
ていこうと思っています。
セミナーの中で、今年度の奨学生の紹介があり
その方は東京大学法学部を卒業され、その後司
法試験に合格され、弁護士の道に進みましたが、
能力の高さはもとより、平和構築に尽力したい、
また人権意識の向上を図りたい・途上国のイン
フラ整備に貢献したい等の崇高な思いを胸に応
募し選ばれました。
応募の条件も受入国の言語に堪能なこと・留学
先大学院の入学許可を受けた者等かなりハード
ルの高いものとなっています。今年度奨学生の
話を聞いて感銘を受けましたので藤枝から奨学
生を出すことができればクラブにとっても今後
プラスになるのではと思いますのでまずは応募
に向けて財団委員会のご助言をいただきすすめ
ていきたいと思います。
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ロータリーカードについても報告があり当クラ
ブは三人の方が保有しています。利用金額の
0.3%がロータリーに送金されポリオ根絶の活動
資金に充てられますので、毎年のご案内になり
ますが
保有してみたい方はご一報をお願いします。
以上、長くなりましたが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 15 日に第 3 回会長幹事会が行われ、各ク
ラブの近況報告、9 月 11 日に行われます第 4
グループ合同奉仕作業の海岸清掃についての
話し合いをいたしました。今後のガバナー、
ガバナー補佐訪問のスケジュールの確認があ
りました。
・7 月 16 日にロータリー財団セミナーが行われ、
鈴木会長・松葉ロータリー財団委員長が参加
しました。
・ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま Vol.268 が届きました。

● 出 席 報 告

島村 武慶君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

39／43 90.69％

41／43 95.34％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○石垣君
○玉木君
○松田君
鈴木舜君

○大杉君 ○太田君 ○平君
○仲田晃君 ○仲田廣君 ○増田君
○村松英君 ○八木君 河森君
望月君

(２)メークアップ者

● 会 員 卓 話

パスト会長 江﨑 晴城君

本日は貴重な機会
をいただきありが
とうございます。
伝統ある藤枝ロー
タリークラブ 50
周年時の会長を務
めさせていただき
ありがとうございました。
コロナ禍にも関わらず計画どおりの開催できた
ことは奇跡でした。これも皆さまのおかげと心
より感謝申し上げます。周年の式典、記念事業
に対して様々な感想を耳にしました。30 年以上
皆出席会員が 3 名もいることに驚き、厳粛かつ
おもてなしの心のこもった式典に感激していた
だきました。私にとって、忘れられない年度と
なりました。
さて、本日の卓話は弊社の歴史についてお話し
ます。名古屋で芝居小屋経営をしていた祖父が、
一足先に静岡で商いを始めていた兄に誘われて、
藤枝で映画館と新聞販売店をスタートしました。
昭和 13 年のことです。商いの使命は「地域ため
に心を込めて」。以来、書店や広告業を加えまし
たが、創業精神はいまも変わりません。藤枝が
活性化し、暮らしやすいまちになることが回り
回って会社の繁栄、社員の幸せにつながると信
じて今後も精進していきます。
ロータリークラブに入会させていただき本当に
良かったと実感しています。私にとって大切な
ライフワークてす。昨年度の感謝をお伝えする
とともに、今後ともどうかよろしくお願いしま
す。ありがとうございました。

石垣君 大杉君 太田君 平君 玉木君
仲田晃君 仲田廣君 増田君 松田君
村松英君 八木君

● ビ ジ タ ー
桑原 茂君（藤枝南 RC）

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）
ソングリーダー…… 北島 毅君
ソング…… 我等の生業
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四つのテスト

《8 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

8
閉局

9

10

10：00～

9：30～

11
閉局

12
閉局

16：00

16：00

16
閉局

17

18

19

10：00～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

15
閉局
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）
2389-3

