● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
先週の報告の中で
お話をさせていただ
きました台風 15 号
藤枝市災害への支援
の件ですが、両クラブ
の理事会を経て、
再度話をさせていただき会員一人につき 1 万円
の支援金を出すことで合意決定をさせていただ
きました。そして昨日、両クラブ会長、幹事にて
藤枝市役所へ訪問をしてきました。
市役所から秘書課、福祉政策課の課長・係長より
災害状況、支援状況をお聞きし、どのような
支援の形が有効なのかを確認してきました。
既に各所から寄付金、支援金等の問い合わせが
あるようですが、ロータリークラブとしては
速効性のある支援をしたい旨をお伝えし、義援金
ですと反映されるのに時間がかかってしまうよ
うで被災されている 200 軒を超す建物復旧を
目的として支援金という形で市に寄贈していく
方向になり、14 日 11 時半より市役所にてその
セレモニーを行うことも決まりました。
支援金につきましては、後期の会費納入案内に
追記をさせていただきますので、何卒ご理解を
お願いいたします。当日は公共イメージ向上を
鑑み、テレビ・新聞等のメディアへの依頼も
させていただきましたので、併せて報告いたし
ます。
その他にも地区からの義援金依頼・台湾地震
支援金の依頼とお願いをすることが多くありま
すが超我の精神の元よろしくお願いいたします。
そして先週土曜日に第一回目の「グルメ同好会」
を丸子の待月楼にて開催をされ、おいしい料理
と「清水芸妓の踊り鑑賞会」を 15 名のメンバー
で楽しんでまいりました。
お座敷遊びでは、普段の例会では見られない
皆さんの楽しい姿・笑顔が見られて、二時間ほど
でしたが大変有意義な時間を過ごすことができ
ました。設営をしていただきました土屋幹事、
遠藤会員そしてご参加していただきました会員
の皆さんありがとうございました。

今後も同好会を含め、委員会・テーブルメイト
を積極的に開催していただきコミュニケーション
をとりながら会員の親睦を深め、クラブ運営に
反映をしていただきたいと思います。
さて本日は遠藤会員の卓話例会になります。
当初予定されていました藤枝総合運動公園での
例会が皆さんご承知の通り台風 15 号で電源設
備と給水ポンプが被害に合い会場が使用できず、
変更をいたしました。
南クラブの鈴木幹事の会社が施設を管理してい
るとのことでお話を伺い、第四駐車場が 1m80cm
ほど冠水したようで、復旧にはかなりの時間を
要すとのことでした。
J3 で戦っているＭＹＦＣのホームでもあり、
現時点で三位と好位置につけていますし、ここ
五試合負けなしで来ていますので J2 昇格に向け
正念場でもあります。
ホーム勝率の高い MYFC ですので、一日も早い復旧
を望みたいと思います。
今回の災害が七夕豪雨依頼 50 年ぶりといわれ
ていますが、異常気象の影響でいつ何時起こる
かわからない時代でもあります。今日の卓話が
災害に備える一助になればと思いますのでどう
ぞよろしくお願いいたします。以上、報告とさ
せていただきます。

理 事 会 報 告

土屋 富士子君

・10.11.12 月例会プログラムについて、11/8
のみ継続審議、その他は承認されました。
・10/12 職場訪問例会変更について、遠藤会員
による卓話が承認されました。
・10/19 早朝例会（ポリオ）について、承認さ
れました。雨天の際は、前日に判断し FAX を
いたします。
・11/2 委員会卓話について、前回テーブルメイト
卓話に続く内容となり、承認されました。
・11/8 冠講座（ガバナー）について、改めて何人
か聴講ができるかを担当者へ確認し、冠講座
のみを開催することが承認されました。例会
については継続審議となります。
・11/20 地区補助金事業（ウォーキング）に
ついて、現状チラシ内容が承認されました。
・指名委員会について、委員長を舜光さんへ
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再依頼し、委員会開催が承認されました。
・台風第 15 号災害義援金について、ガバナー
事務所への義援金については募金箱を回覧
します。別途藤枝市へ、南クラブと大型寄付を
する計画について、藤枝クラブは下期会費に
含める方向で検討することが承認されました。

● 幹 事 報 告

土屋 富士子君

・日本事務局より
財団室 NEWS2022 年 10 月号が届きました。
・ガバナー事務局より
ガバナー月信 10 月号が届きました。

● 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

43／44

40／44

97.72％

90.90％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○江﨑君 ○大杉君 河森君 ○北島君
○鈴木舜君 ○仲田晃君 ○松田君
○村松繁君 ○望月君 ○柳原君
(２)メークアップ者
江﨑君 大杉君 北島君 鈴木舜君
松田君 村松繁君 望月君 柳原君

仲田晃君

● 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

●ロータリーの友紹介

石垣 善康君

ロータリーの友紹介
１０月号

横開きのページ p５
＜RI 会長メッセージ＞
１０月２４日は世界ポリオデーです
私たちは世界でポリオ症例数を９９、９％以上
減らしてきました
ウイルスが常在しているのは世界でわずか２国、
パキスタンとアフガニスタンです
最近になって、イスラエル・イギリス・アメリカ、
ニューヨークで新たに発見されました
ただし、ワクチンは有効ですので予防接種を
受ければ良いのです
コミットメント、惜しみない支援、断固とした
決意があれば、ポリオは根絶できるのです
横開きの P８
＜日本人・佐古ウスビさんインタビュー＞
１０月は米山月間・ロータリー学友参加推進月間
です
佐古ウスビさんへのインタビュー記事です
ウスビさんはマリ出身、中国で学んだ後 京都
大学入学。
米山奨学生となり、日本の大学の学長となり、
京都北 RC の会員となっている。
たて開きの P１８
＜友愛の広場＝ロータリーの将来について＞
入会当時と現在の RC の活動について
佐世保 RC の福田会員の記事が掲載されていま
す。

● 会 員 卓 話

・誕生日お祝い有難うございます。84 才は
まだまだ若いと思って色々な事に挑戦して
参ります。頑張ります。

松葉義之君
遠藤 達哉君

スマイル累計額 ４７，０００円
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● 冠 講 座
〈開講日〉
令和 4 年 10 月 4 日
〈講義内容〉
「塗装屋の SDG‘S の取り組み」
〈担当者〉
(有)鈴木塗装
代表取締役 鈴木 邦昭君

１０月４日、静岡産業大学藤枝ロータリークラブ
冠講座のレポートです。
１０月４日の第１回講座は鈴木邦昭会長に講師
としてご登壇いただきました。この日のお題は
「塗装屋の SDG‘S の取り組み」
。
例年よりかなり多い７６名もの学生が参加して
熱心に聴講をしました。前半はロータリークラブ
の発祥や成り立ち、日ごろの藤枝ロータリーク
ラブの活動状況などについて邦昭会長の落ち着
いた静かな語り口でお話をしていただき、後半
は建築における色や外観だけでない塗装の果た
す役割などについて大変興味深いお話をされて
いました。私自身初めてお聞きするお話が多く、
学生たちに混じって真剣に聴き入ってしまいました。

〈開講日〉
令和 4 年 10 月 7 日
〈講義内容〉
あなたも社会保険労務士になりませんか
〈担当者〉
(株)エルシード
代表取締役 澤部 小百合君

１０月７日の第２回冠講座は社会保険労務士
の澤部さんがご登壇くださいました。
お題は「あなたも社会保険労務士になりませんか」
。
冒頭、澤部さんが学生たちに社会保険労務士っ
てご存じですか？と尋ねるとなんと一人の学生
も社労士を知りませんでした。澤部さんの社労
士や社会保険についてのお話しは学生さんたち
の世界を広げる上でとても有意義だったのでは
ないでしょうか。
後半はカードを使い、個々の価値観やお互いの
価値観の違いについて理解し合うゲームに興じ
ました。私や北島さんも学生に混じってやらせ
てもらいましたが、なかなか取捨選択が難しい
ゲームで一回一回真剣に悩む学生さんたちの姿
がとても印象的でした。急な段取り変更にもか
かわらず快くご登壇をお引き受けいただいた澤
部さん、本当にありがとうございました。
(武田君)
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《10・11 月の事務局開局日時》
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ソングリーダー…… 内田 寿美君
ソング…… 我等らが藤枝ロータリー

四つのテスト

7
閉局
14
閉局

4
10：00～
16：00

8

9

10

10：00～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

11
閉局

15

16

17

10：00～

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

21

22

23

24

25

閉局

10：00～

閉局

10：00～

10：00～

16：00

16：00

16：00

28

29

30

閉局

10：00～

10：00～

16：00

16：00

18
閉局

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

（担当／太田 暢裕君）
2399-6

