● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

少し気が早いの
かもしれません
が、今年もあと
二カ月で正月を
迎えます。時の
速さに焦るばか
りですが、日中
天気がいい日は 20℃以上となり外で仕事をす
る身としては体の負担も少なく作業効率も上が
りますが、朝晩はすっかり寒くなってきました。
手足が冷えていると、仕事のモチベーションに
もつながります。
人間が最も作業効率を上げやすい温度は 18℃
から 25℃とのことでした。
そして 25℃から 1℃上がることに作業効率が 2%
ずつ低下するという調査結果もあるようです。
温度が高いと脳の血流が変わり、それが活力低
下につながってしまうのが原因とのことです。
冬場のウォームビズでは設定温度は 20℃にす
ることが推奨されています。これを暖かくしす
ぎると、眠くなったり、思考力が鈍ってぼ～と
してしまったりと集中力が持たなくなってしま
います。
今年は円安やウクライナ情勢などの影響で物価
が上がっていて懐も寒いことになりそうですが、
電力不足の問題も取りざたされています。政府
は 12 月から 3 月までの期間を
「無理のない範囲
での節電」を要請することを決めたとのことで
我々もきたる冬に向けて徐々に節電、防寒対策
を用意していかなければなりません。
室温をうまく調整して最適温度で脳と体をフル
回転して乗り切りましょう。
さて今週末には地区大会が予定され、大会テ
ーマは「不易流行」です。
変わらないものの中に新しい変化を取り入れる
という理念であり、
「イマジンロータリー」そし
て「change is a chance」変化はチャンスに通
じるものになるかと思います。
来月には次年度の役員も決まってくる時節とな
りますが、今年度もまだ 3 分の 1 を終えたとこ
ろですので、今後も充実したクラブ運営を求め

て進化していければと考えます。
引続きご協力をお願いいたします。
地区大会に参加される会員の皆さんは他クラブ
と会する年に一度の貴重な場でもありますので、
友好の華を咲かせ久しぶりの大懇親会も楽しみ
ましょう。
楽しみといえば今月の 18 日にジェニファー・ジ
ョーンズ RI 会長が静岡に来ます。約一時間と短
い時間ですが直接会長のお話を聞ける大変貴重
な機会であります。100 年に一度あるかという
大変名誉なことであるとご案内にもありました
ので、会長のご褒美として土屋幹事と二人で
「ロータリーマジック」を体験してきたいと
思います。
そして本日は戦略計画検討グループの卓話にな
ります。
「5 年後のクラブのなりたい姿、あるべき姿」
をテーブルメイトで話し合いをしていただき
ます。
藤枝クラブ 55 周年の年であり、地区での活動も
忙しくなるかもしれませんので、そのようなこ
とも含みながら DEI を受容し活発な会議となる
ことを願い簡単ですが、会長報告とさせていた
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

・英字版 the Rotarian が届きました。
・日本事務局より
ロータリー財団月間リソースのご案内が届
きました。
・島田ロータリークラブより
クラブ創立 60 周年記念誌が届きました。

● 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

42／44

41／44

95.45％

93.18％
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(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）

● ガバナー補佐訪問（IM 参加協力会のお願い）

○伊藤君 ○大杉君 ○河森君 鈴木舜君
○武田君 ○仲田晃君 ○松田君 望月君
○八木君
(２)メークアップ者
伊藤君 大杉君 河森君
松田君 八木君

武田君

仲田晃君

● ビ ジ タ ー

国際ロータリー

国際ロータリー第 2620 地区

静岡第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

鈴木 義弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
国際ロータリー第 2620 地区

静岡第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

第 2620 地区
静岡第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

鈴木 義弘ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

松浦 秀哉 IM 実行委員長
国際ロータリー

● ゲ ス ト

第 2620 地区

リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

静岡第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ
松浦 秀哉

● スマイル B O X

IM 実行委員長

森下 敏顯君

・地元出身の音楽家 斉藤大輝君の作品オペラ
「信長の跡継ぎ」の案内をさせて頂きます。
ぜひ応援して下さい。鈴木義弘ガバナー補佐

●ロータリーの友紹介

石垣 善康君

『ロータリーの友 １１月号紹介』

・結婚記念のお祝いありがとうございました。
１１月は ロータリー財団月間

池ノ谷敏正君
・お祝いありがとうございます。今月で 34 年に
なります。もう少し続けたいと思います。宜
しくお願いします。大塚高弘君
・妻の誕生日、結婚記念日のお祝いありがとう
ございます。結婚して 37 年が経過しました。
夫婦円満のコツは、
「お互いに干渉しすぎない」
事だそうです。これからも適度な距離を大切
にしたいと思います。辻󠄀孝之君

スマイル累計額 ４８，０００円

● 奨 学 金 授 与

米山奨学生
リ・ミンギョクさん

＜横開きの８P＞
１、大規模プログラム補助金の紹介記事と、
補助金申請の内容が掲載されています
トップ記事は女性の尊厳を再認識しよう
「ナイジェリアの家族の健康に寄り添う」
２名のガバナーエレクトの話から、始まり
ます。ナイジェリアでは出産前後にしっかり
としたケアがなさせていないため新生児の死
亡率が高いという内容です。早速二人は翌年
からナイジェリアの母子医療を立ち上げナイ
ジェリアの暮らしを大きく変えることができ
ました。ロータリー財団は 過去２番目の
大規模プログラム補助金として２００万ドル
を提供し、結果としてナイジェリア政府と
ロータリーが協力することとなり、理想的な
医療体制実現に向かっています
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＜横開きの３８P＞
２、RI における、女性会員の入会への過程が
記載されています
河森君
＜立開き４P＞
１、
麗澤大学前学長 元財団奨学生 中山 理氏
の講演からご紹介します
＜立開き６P＞
ベトナムでの日本の長寿企業の話です。
＜立開き１８P＞
会長職と４つのテスト

平野純也君のご婦人
辻孝之君のご婦人
池ヶ谷敏正君ご夫妻
平野純也君ご夫妻
辻孝之君ご夫妻
大塚高弘君ご夫妻
石垣善康君ご夫妻
八木晋介君ご夫妻

● 委 員 会 卓 話
戦略計画検討
グループリーダー
江﨑 晴城君
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ソングリーダー…… 村松 繁君
ソング…… 君が代・奉仕の理想

四つのテスト

工程管理や情報技術、財務会計分野にまで跨る
非常に高度で専門的なお話しに学生さんたちも
北島さんや私や野崎教授もみんな目を白黒させ
ながら聴いていました。
APACHE や NAMAZU、Linux と Ethernet、TCP/IP
でファイル共有など情報技術の具体的なお話し
から高頻度小ロット生産、現品管理などの工程
管理のお話し、貨幣のルーツや信用創造など経
済や財務にまつわるお話しなどどれも深い含蓄
に満ちたお話しばかりでした。これらはいずれ
時間をかけて学生さんたちの中で消化吸収され、
やがてこの地域の産業の発展に寄与していくこ
とでしょう。
太田さん、今回は大変貴重なお話をありがと
うございました。
〈開講日〉
令和 4 年 11 月 1 日
〈講義内容〉
「目指せ！
中小企業診断士！」
〈担当者〉
㈱ライフプラザパートナーズ
武田 浩英君

● 冠 講 座
〈開講日〉
令和 4 年 10 月 25 日
〈講義内容〉
「中小企業の生き残りサバイバル経営術
もしグループの CEO が町工場の社長だったら…
生き残れ！IT によるサバイバル経営術」
〈担当者〉
太田工作(株)
代表取締役社長 太田

暢裕君

10 月 25 日の第４回冠講座は太田さんにご担
当いただきました。実際の太田工作様における
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11 月 1 日の第 4 回冠講座は㈱ライフプラザパー
トナーズ、ファイナンシャルプランナーの武田
さんにご担当いただきました。
今回のお題は「目指せ、中小企業診断士！」
経営コンサルタントを認定する唯一の国家資格
について、実際の試験問題を例に出しながらお
話してくださいました。
試験の合格率はなんと、４％！！
難関問題を目の前に学生たちがウ～ンと頭を抱
えながら取り組む姿勢が印象的でした。
ただ「20 代の合格率が一番高い」との朗報を聞
き、一生懸命取り組む学生たち。
そして今なぜ中小企業診断士が注目されている
のか？
日本が抱えている社会問題（人口減少、賃金の
伸び悩み等）交えて、
これから社会人になる学生へむけて中小企業診
断士の魅力を語ってくださりました。
武田さん、ありがとうございました。
（北島君）

《12 月の事務局開局日時》
月

閉局

火

閉局

水

木

金

2

閉局

1
閉局

10：00～
16：00

5
閉局

6

7

8

10：00～

9：30～

10：00～

16：00

16：00

16：00

13

14

15

10：00～

9：30～

10：00～

16：00

16：00

16：00

19

20

21

22

23

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

26

27

28

29

30

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

閉局

16：00

16：00

16：00

12
閉局

9
閉局
16
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／北島 毅君）
2402-5

