● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
17,18,19 日 と 三
連休で、行楽の予
定をされていた方
も多かったと思い
ますが、
「過去に例
がないほど危険」
と大きな勢力を持
った台風 14 号が日本列島を縦断しました。
幸いにも静岡県は直撃を逃れ、大きな被害は報
告されませんでしたが、九州や四国の各地で甚
大な被害があり、公共交通機関の運休等で交通
網も大混乱した連休でした。
暦では 23 日が秋分
の日で祭日となり、明日仕事をすればまた三連
休となりますので、行楽の秋・食欲の秋ですの
でそれぞれ少しでも味わいながら過ごしたいと
思いますが、朝晩の気温差が月平均 5℃以上の
変動がある時を「季節の変わり目」と呼び、寒
暖の差が大きく身体に不調が現れやすい時期で
もありますので、上手に体調を整えてイベント
の多い秋を楽しみましょう。
本日はテーブルメイト卓話ですが、テーブルに
より出席のばらつきがありましたのでコロナ感
染の配慮、参加者みなさんから意見をいただき
たく振り分けをさせていただきましたのでその
旨ご理解ご協力をお願いいたします。
テーブルメイトの内容は今年度、戦略計画検討
グループのリーダーをお願いしています江﨑直
前会長に進行をしていただき、55 周年のありた
い姿に向けてディスカッションしていただきま
す。大塚高弘年度に開始した戦略計画検討グル
ープですが、前年度創立 50 年を迎え、一つの節
目を無事に終えることができましたので、今後
も参加者の基盤を広げ、内部の活性化を促し元
気あるクラブとして、そのためにどう進んでい
くか皆さんからご意見をいただきたいと思いま
す。毎年役員が変わる単年度制でありますが、
長い年月をかけて形作られた奉仕の理念を大切
にし、毎年修正をしながら継続的に運営するこ
とが大切あると感じます。

先週 2025~26 年度ガバナー決定のお知らせが届
きました。来年度が浜松ハーモニーの中村さん、
その次が山梨甲府西の小泉さん、その次が報告
のあった伊東西の稲葉さんですので 4 年後は静
岡の中部から選出される可能性があると思われ
ます。一年後には 4 年後のガバナーが決定する
ことになりますので、クラブ運営以外でも動い
ていかなくてはならない場合が出てくることも
予想されます。
今年度が始まるにあたり提言をいただいた内容
について適時に読み返しをしていますがすべて
をクリヤーする事がかなわなくても次年度に向
けてのバトンはしっかりとつなぎ、増強も毎年
純増 3%を維持していけば 4 年後には目標の 50
人になりますので、まずは会員の皆さんにロー
タリーにもっと関心をもっていただき、ロータ
リーを好きになってもらいたい。そのための方
策として何ができるのか長期的に議論する場の
ひとつとしてテーブルメイトは有効な場である
と思いますので、コロナ過でなかなか実行でき
なかった委員会・テーブルメイトの開催を今年
度はぜひ行っていただきたいと思います。手帳
をみますと藤枝南クラブさんは IGM インファー
ムドグループミーティングと名前は違いますが
三年固定のメンバーで行っているようです。例
会での出席が厳しい方も日時・場所を変えれば
参加をしていただける可能性が高いですので、
ぜひ参加を促してほしいと思います。以上、報
告とさせていただきます。本日もよろしくお願
いいたします。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま Vol.270 が届きました。
・藤枝市役所 花と緑の課より
緑の募金運動への協力について、お願いが
届きました。

まだまだ 4 年後と思われがちですが、地区より
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● 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

40／44

43／44

90.90％

《テーブルメイト C グループ》

97.72％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○大杉君 ○太田君 ○落合君 河森君
○菅原君 鈴木舜君 ○平君 ○玉木君
○仲田晃君 ○増田君 ○松田君 ○八木君
望月君 伊藤君

《テーブルメイト D グループ》

(２)メークアップ者
大杉君 太田君 落合君 菅原君 平君 玉木君
仲田晃君 増田君 松田君 八木君
《テーブルメイト E グループ》

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

●テーブルメイト卓話

江﨑 晴城君

戦略計画検討
ｸﾞﾙｰﾌﾟリーダー
江﨑 晴城君

《テーブルメイト A グループ》

《テーブルメイト B グループ》

●ロータリーの友紹介

石垣 善康君

『ロータリーの友
9 月号紹介』
立て開きのページ p4 ＜隈研吾氏、講演要旨＞
国立競技場の建築設計を行なった、隈 研吾氏
の 地区大会での記念公演の内容です
隈さんは 昭和２９年生まれの６８歳となりました
建築設計を超えて 今の時代背景から 環境問
題、国立競技場建築まで 話されています
現在、都市化、集中化が進み 人間の体ー心に
与えるストレスがとても大きいことは、以前か
ら指摘されています。さらに今回のコロナ感染
症社会を受け集中から分散へ 都市から自然へ
生活を変えていく転換点だと思います
そんな中、オリンピックー国立競技場建設と重
なり、まさに自然に帰る転換点だと気づき
東京の中で一番緑の多い外苑に木の建築物を設
計し、使う木材は４７都道府県全てを使いました
これからのライフスタイルは、都市に集中せず分散
そして、自然に親しみ 健康を取り戻し自由を
取り戻す＝コロナウイルスとの戦いで得た教訓
だと思います
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横開きの P47
＜ロータリー財団管理委員長メッセージ＞
９月は基本的教育と識字率向上月間です
ロータリー財団が承認した、基本的教育と識字
率向上に関わるグローバル補助金は、１０４件
ー６３０万ドル、８億８千万円に上ります。
その代表的な補助金プログラムをご紹介いたし
ます
世界的規模では、集中言語能力助長プログラム
開発です
このプログラムは、機械的暗記教育ではなく
参加型の教育方法です
・子供対象には 紙のお面を作ったり、人形を
作ったりしながら文字を覚えていく
・大人対象には 料理や裁縫など実用的で収入
に結びつくものを取り上げ、文字を覚えていく
プログラムです
地域社会レベルでは、図書寄贈運動です。多く
の子どもたちの人生を変えることができました
識字率向上によって世界を変えようではありま
せんか
横開きの P42 ＜コロナ禍 合同 IM、２６２０
地区山梨第１、第２、第３グループ報告＞
期間を決めて、山梨県内２３クラブの例会に互
いにメークアップを行う方法で、IM 開催の効果
を得た

《9 月 10 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

26

27

28

29

30

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

10/3

4

5

6

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

16：00

16：00

16：00

10

11

12

13

14

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

17

18

19

20

21

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

24

25

26

27

28

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

7

31
閉局

※ 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

ソングリーダー…… 澤部 小百合君
ソング…… それでこそロータリー
四つのテスト

（担当／遠藤 達哉君）
2396-3

