● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
日を追って台風
15 号の被害の大
きさが解ってきて
各方面で支援の広
がりが見えてきて
います。
地区からも義援金
ご協力の依頼が昨日ありましたが先週金曜日に
会長・幹事会があり、
その席で藤枝南クラブと、
2 クラブ合同で藤枝市へ支援しませんかと話合
いをいたしました。
南クラブさんからは会員一人つき 1 万という提
案がありましたが、本日理事会がありますので、
まず理事の皆さんにご意見をいただき方向性を
決めたいと思います。
被害がでてから 10 日以上経っていますので、両
クラブの理事会をもって近々にご報告・ご依頼
をさせていただきますので、ご協力をよろしく
お願いいたします。
会長・幹事会での報告事項ですが、各クラブ
より会員増減の状況報告があり、各クラブとも
期首より増員していて、第２６２０地区内でも
上位に入るようです。また、2024~2025 年度の
ガバナー補佐推薦のお願いがあり、順番通り藤
枝南クラブさんが受けていただけることが決ま
り、過日、地区委員卓話をしていただきました
若林さんが予定されているようです。
昨日、静岡産業大学藤枝キャンパスにて冠講座
をさせていただきました。御同行いただきまし
た北島委員長・武田・澤部副委員長ありがとう
ございました。
過去に４度冠講座をさせていただいていますが、
80 名近い受講生がいての講座は初めてでした
が受講態度は今までの中ではしっかりしていた
印象でした。
顧問の先生も今年度から変わり、開会前にしっ
かり指導もされていましたので緊張感をもって
望んでいただけたのかと感じました。今年度か
ら委嘱状は無くなりましたが、受講される学生
さんは多いのでやりがいは増していると思います。

この後担当される皆さん引き続きよろしくお願
いいたします。
コロナ感染対策のため学生が多い分、ロータリ
アンの人数に制限がありますので担当の武田さん
に確認の上、拝聴願えればと思います。
さて、本日は講師例会になります。予定されて
いました冠講座での例会が中止となり、本日に
変更をさせていただきましたが、急なお願いに
もかかわらず、お引き受けいただきました藤田様・
山本様ありがとうございます。
講師の藤田様におかれましては遠方よりお越し
いただき重ねてお礼申し上げます。
10 月は「経済と地域社会の発展」月間であり
ますが、学生の部活動問題を知っていただき、
より良い環境にしていくことは「蹴球都市藤枝」
の発展にもつながる事であると思います。
まだ道半ばということでこれからいろいろなア
クションが行われていくことと思いますが、
卓話に耳を傾けていただき、地域の未来をイマ
ジンし、地域奉仕の一助になる例会になればと
思います。どうぞこの後よろしくお願いいたします。
だいぶ朝晩は涼しくなり、秋が深まり過ごし
やすい時節となりました。
心と体をいたわり秋の夜長を楽しみましょう。
以上報告とさせていただきます。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・英字版 the Rotarian が届きました。
・日本ロータリー事務局より
地域社会の経済発展月間リソース、エンド
ポリオリソース、世界ポリオデーに向けて
のご案内が届きました。
・ガバナー事務局より
台湾 M6.8 地震支援金募金へのご協力の
ご依頼が届きました。
令和 4 年台風第 15 号災害静岡県義援金
ご協力のご依頼が届きました。
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● 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

40／44

40／44

90.90％

90.90％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○石垣君 ○江﨑君 ○大杉君 ○落合君
○勝又君 河森君 栗原君 鈴木舜君 ○玉木君
仲田晃君 ○松田君 ○松葉義君 ○村松繁君
○八木君

③今後の課題
・人材
・財源
・責任
2.藤枝市運動部活動改革モデル
・現時点の部活動モデル
・これからの部活動モデル

● 奨 学 金 授 与
リ・ミンギョクさん
（米山奨学生）

(２)メークアップ者
石垣君 江﨑君 大杉君 落合君 勝又君
玉木君 松田君 松葉義君 村松繁君 八木君

● ゲ ス ト

● スマイル B O X

リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

・お陰様で 10 月 30 日に 52 歳の誕生日を迎えま

森下 敏顯君

す。現在 11 月 1 日のゴルフコンペに向け、鋭
First Penguins Company 共同創業者 取締役
藤田 晋太郎様

意練習中です。11 月 13 日のスコアを刮目し
てご覧頂きたく存じます。

武田浩英君

・本日誕生日です。お祝いありがとうございます。
清水屋スポーツ株式会社 執行役員
First Penguins Company 共同創業者 外部取締役
山本 剛様

仲田廣志君
・妻の誕生日祝、結婚記念祝ありがとうござい
ます。結婚して 31 年になります。再来週、箱
根にお祝い旅行に行ってきます。遠藤達哉君

● 外 部 卓 話

・お祝いしてもらいありがとうございます。い
つまでもお祝いしてもらえるように長生きし
First Penguins
Company
共同創業者 取締役
藤田 晋太郎様

ていこうと思います。

望月隆司君

・早いもので結婚して 26 年もたってしましまし
た。娘や息子も巣立っていき、ホッとするや
らさみしいやら二人で仲良く（？）やってい
きます。

太田暢裕君

・結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
■本日お伝えする内容
1.運動部活動の今と課題
①先生の働き方改革
・2021 年の「♯教師のバトン」で表面化
・給特法→「定額働かせ放題」
（一律 4％）
・超過勤務（平均：小 98 時間/中 114 時間）
②部活動の地域移行
・地域クラブが部活の受け皿となる
・部活動指導員、外部指導員の導入
・先生の部活動指導の副業化

数えてみたら 35 年が経っていました。なんと
なく楽しく暮らす事が出来ているのは夫のか
げです。もう少し優しくしたいと思います。
澤部小百合君

スマイル累計額 ４７，０００円
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【会員誕生】松葉義君、玉木君、辻君、
仲田 廣 君 栗原君、武田君
【夫人誕生】
遠藤達哉君のご婦人
望月隆司君のご婦人

ソングリーダー…… 伊藤 友伸君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

【結婚記念】
遠藤達哉君ご夫妻
松田真彦君ご夫妻
太田暢裕君ご夫妻
澤部小百合君ご夫妻
伊藤友伸君ご夫妻

四つのテスト

《10 月の事務局開局日時》
10
閉局

11

12

13

14
閉局

10：00～

9：30～

10：00～

16：00

16：00

16：00

17

18

19

20

21

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

24

25

26

27

28

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

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
米山奨学生
リ・ミンギョクさんも
10 月お誕生日

〒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／太田 暢裕君）
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グルメ同好会

10/8(土)にグルメ同好会同士が待月楼
にて懐石料理に舌鼓を打ちながら
清水芸妓の舞を堪能しお座敷遊びに
興じました。
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