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● 会 長 報 告        鈴木 邦昭君 

2 週連続で 3 連休

となりましたが、

共に台風に翻弄

されたシルバー

ウィークでした。 

各地で大きな被害

が出て、静岡県内

でも河川の氾濫や

土砂崩れまた、断水が続いている地域もあり

大変な思いをしている方も多くいるようで、

心よりお見舞い申し上げます。 

私の自宅前道路も膝上まで冠水し、近所の車も

水没また床上浸水したお宅もありました。 

10 年ほど前にも冠水したことがあり、その後

水路の拡張工事をして対応していましたので

まぁ大丈夫だろうと思っていましたが 22 時の

雨量が 110mm を超えて予想を上回る豪雨で、

改めて自然の恐ろしさ・無力さを感じ、過去に

経験のない気象変動が起こるのも地球温暖化の

影響とされていますので、企業活動を通じて

SDGsに貢献していこうと改めて思わされました。 

まず、本日の報告ですが、お詫びをさせて

いただきます。 

昨日 FAXをさせていただきましたが、来週予定

しておりました冠講座開講式での例会ですが、

静岡産業大学担当者より参加者は講義者と

クラブ冠講座担当者の数名までとのご連絡を先週

にいただきました。理由ですが、コロナ過で

あることと 70 名強の受講者があり会場のキャパ

を鑑みての対処とのことです。急なご連絡でした

ので休会も頭をよぎりましたが、例会日・場所・

内容の変更等、独断にての判断ですが、通常通り

に戻し 5日水曜日に外部卓話例会を開催させて

いただきたいと思います。 

そしてその翌週の例会ですが、藤枝総合運動公園

にて職場訪問例会を行う予定でしたが、台風 15号

の影響で電気設備水没により会場が使用できな

くなり、こちらも変更しなくてはならず 5日の

理事会にて協議させていただきますが、遠藤会

員より「台風 15号の停電・昨今の電力事情・電

気料金事情等」のお話をしていただく方向で 

考えております。二週続けて間際での変更にな

ります事お詫び申し上げます。どうぞご理解

ご協力をお願いいたします。 

さて、本日は淺原ガバナー、松浦地区副幹事

をお迎えしてガバナー公式訪問例会となっています。 

例会に先立ち、11時より会長幹事会を行いまして、

クラブの実情・活動等色々とご指導をいただき

ました。今年度も 4分の 1が過ぎようとしてい

ますが、コロナ過の中休会することなく計画を

進めていけるのは参加をしていただいています

会員皆さんのおかげでもあります。 

 この後、淺原ガバナーより国際ロータリーの

テーマ、現状、地区テーマ、方向性等について

お話をいただけることと思いますが、より意義

を感じられる例会への導き・意欲を高めるワー

ドも見つかると思います。残り 4分の 3を元気

あるクラブと体感していただけるよう頑張って

取り組んで参りたいと思いますので引続きのご

協力をお願いいたします。 

また、鈴木ガバナー補佐には先月に続き 2回目

のご訪問をいたただきました。二日後には会

長・幹事会が藤枝にて予定されていますので、

その節にもご指導の程よろしくお願いいたします。 

ガバナーにおかれましては、地区内全クラブ

を訪問する大変ハードなスケジュールで公式訪問

も 3分の 2を終えたところと思います。これから

もお身体を充分にご留意されまして、益々ご活

躍されます事をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせ

て頂き、本日も皆様と有意義な 1日が過ごせる

事を願い、私のご報告とさせていただきます。 

 

 

● 幹 事 報 告        土屋 富士子君 

・ロータリー米山記念奨学会より 

事業創設 70周年記念オリジナルネクタイ＆ 

スカーフのご案内が届きました。 

・一般財団法人 比国育英会バギオ基金より 

バギオだより 2022年 9月号 Vol.92が届きま 

した。 
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● 出 席 報 告         平野 純也君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／44 90.90％ 40／44 90.90％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

石垣君 ○内田君 ○江﨑君 ○大杉君 

○大塚君 ○落合君 河森君 ○島村君 

鈴木舜君 ○玉木君 ○辻君 ○仲田晃君 

○増田君 ○松田君 望月君 ○森下君 

○八木君 

(２)メークアップ者 

内田君 江﨑君 大杉君 大塚君 落合君  

島村君 玉木君 辻君 仲田晃君  増田君  

松田君 森下君  八木君 

 

● ビ ジ タ ー                      

国際ロータリー第 2620地区 

淺原 諒蔵ｶﾞﾊﾞﾅｰ 

鈴木 義弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

松浦 正秋地区副幹事 

 

 

 

 

 

★ ガ バ ナ ー 挨 拶                        

 

国際ロータリー 

第 2620地区 

淺原 諒蔵ｶﾞﾊﾞﾅｰ 

（静岡 RC） 

 

 

今年度、ガバナーを務めます浅原でございます。

本日は藤枝ロータリークラブを公式訪問させて

いただく機会を得ましたことに感謝申し上げます。 

公式訪問するに当り、可能な限り合同例会で

はなく一つずつ訪問させて下さいとお願いをし

ましたが、それは地区内 74クラブあれば 74通

りの例会の進め方があることを体験したかった

ということと、各クラブご自慢の美味しい食事

を出来るだけ味わいたかったからです。 

 さて昨年の小林年度に引き続き、私の年度も

残念ながらコロナ禍のため PETS、地区研修協議

会をリアルで開催できませんでした。特に PETS

は各クラブ会長に直接、RI 方針や RI テーマに

ついて説明する良い機会となる筈でしたが、適

いませんでしたので本日、時間の許す限り丁寧

にお話したいと思います。 

 今年度、ジェニファーRI 会長のテーマは

「イマジンロータリー」です。これはロータリー

といえども時代の流れ、変化に無縁ではなく時代

に即したロータリーをイマジンして下さいと

いう呼びかけです。ロータリーの本質は変わら

ないものの、新しいクラブの設立や受け入れ、

DEIといった考え方がそれにあたります。 

 新しいクラブの設立を提唱するのは従来型の

クラブでは、入会を希望しても仕事の都合など

で、それが敵わない人達を迎えるための工夫で

す。そして RIは DEIを今年度の最優先事項に位

置付けしています。ただ多様性、公平さ、イン

クルージョンと言っても我々、日本のロータリ

ーには理解しづらいと言いますか、馴染みにく

いと言った側面がありますが、それを分かり易

く話をすることがガバナーの役割と考え、DEI

に附いてお話したいと思います。 

 DEIの D、ダイバーシティ「多様性」の意味を

「あらゆる背景を持つ人や、幅広い文化、経験、

アイデンティティの人を歓迎します」と RIは説

明しており、そして「あらゆる」とは民族、人

種、肌の色、言語、宗教等を指す訳ですが、こ

の辺りが単一民族、単一言語の日本の社会にと

って馴染みにくい部分ではないでしょうか。 

 私はこれをもっと日本のロータリー向けに分

かり易く「多様性とは、一つは女性会員を増や

すこと、二つ目は異業種、これまで自分達のク

ラブには居なかったような職業分類の人を会員

として迎えましょう」と説明しています。会員

候補者を企業経営者や弁護士、医者といった従

来からある職業分類ではなく、もっと違う分野

に新たな候補者を求めることが、日本のロータ

リーにとっての多様性と考えます。 

「公平さ」に附いては、改めて話すまでもない

と思いますので、「インクルージョン」に附いて

説明します。RIではインクルージョンを組織に

所属する人、すべてを包み込むに受け入れるこ

とと定義しておりますが、分かり易く説明しま

すと、入会して何年が経過したから、あの会員

には今年、〇〇を担当してもらうといった具合
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《10 月の事務局開局日時》 

※ 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。 

に年数で役割を決めることは、インクルージョ

ンに反します。 

 ロータリーに入会して何年ではなく、その人

に適した役割、その人が力を 

発揮できる役割を担ってもらうことがインクル

ージョンです。 

 限られた時間に全てをお話し出来ませんので、

ガバナー月信でも説明しておりますので、そち

らも参考にしていただければと思っております。 

 最後に藤枝ロータリークラブ様の益々のご発

展をご祈念申し上げて、ガバナー公式訪問挨拶

とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

● ゲ ス ト                        

リ・ミンギョクさん（米山奨学生） 

 

● スマイル B O X       平野 純也君 

・淺原ガバナー、鈴木ガバナー補佐、松浦地区

副幹事、ようこそ藤枝におこしいただきました。

宜しくお願いいたします。 

鈴木邦昭君 

 

スマイル累計額 ４７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／遠藤 達哉君） 

10 11 12 13 14 

閉局 
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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…… 太田 暢裕君 

ソング…… 我等の生業 

四つのテスト 


