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● 会 長 報 告        鈴木 邦昭君 

皆さんこんにちは。 

最近、回転寿司チ

ェーンやカラオケ

ボックス等での悪

質ないたずら動画

がニュースで取り

上げられ問題とな

っています。 

回転寿司をちょくちょく利用する私にとっては

気分の悪くなる動画で、一度ついてしまった

イメージは中々払拭できるものではありません。 

面白半分で軽率に行った行為であっても、迷惑

行為が拡散されたことでマイナスが強くなり株

価が暴落して 168 億円の損失がでているといった

報道もありました。 

昔からこういう愚かな行為をする人はいたはず

ですが、コロナ過で日本人のマナーやモラルの

良さが評価されましたが、限られた若者の行為

ではありますが、マナーやモラルが失われつつ

あることは残念でなりません。 

スマホの普及により、誰でも簡単に動画が撮れ

て発信できる時代になったことで、問題が露出

したことが背景としてありますが、自分の小さ

いころは近所のおじさんにもよくおこられたこ

とがあり、見て見ぬふりをする風潮も原因の

ひとつとしてあるように感じます。 

SNS は気軽に情報を発信しコミュニケーション

が取れる、人とつながることができるという

メリットはあるものの、プライバシーの侵害や

なりすましの被害など危険と隣り合わせのもの

でもあります。気軽に友達と情報をシェアできる

ゆえに警戒心も薄れてしまいますが、トラブル

にならないためにも日ごろから危機意識をもっ

て活用し、ロータリーのイメージ向上にも役立

てられればと思います。 

危機管理では 5月に地区の危機管理委員会卓話

を予定していますので、どのような内容になる

のか、ぜひそちらも楽しみにしていただければ

と思います。 

さて本日は米山奨学生 李旻玉さんによる卓

話です。 

 

奨学生の目的として、将来母国と日本との懸け

橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を

奨学することとなっています。優秀とは「学業」

に対する熱意や優秀性はもちろんのこと、「異文

化理解、コミュニケーション能力」への意欲や

能力に優れている点が含まれますとされ、李さ

んは熱心に学業に励み、ロータリー活動でも積

極的に参加されておりますので大変優れている

方であるといえます。クラブとして支援するの

も三月末までとあと少しとなりましたが、今後

のご活躍に期待したいと思います。先週の理事

会にて 2023年度の世話クラブ・カウンセラーの

引き受けが承認をされました。引き続き土屋幹

事がサポートしていただくわけですが、会員皆

さんそれぞれ 16,000円寄付されていますので、

藤枝クラブの特徴の一つである米山奨学生事業

を支え、今後も皆さんで盛り上げていただきた

いと思います。 

最後に、出欠席の件ですが、現状、例会日の

午前 10 時までに連絡をいただければメーキャ

ップ扱いとコロナ過での対応をしてきましたが、

メーキャップデスクも多くのクラブで対応がで

きるようになっていますので、どうしても出席

できない方はメーキャップしていただき、次週

からは連絡のみの出席扱いはなしとさせていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

● 理 事 会 報 告       土屋 富士子君 

・3.4月プログラムについて、4/15IMは 10名の

参加要請のため、例会扱いは取りやめとなり

ました。4/19（水）に通常例会を開催します。 

・2/22職場訪問例会について、承認されました。 

・3/1委員会卓話③（RLI）について、継続審議

となりました。 

・3/8 地区委員卓話（財団）について、承認さ

れました。12：30点鍾、お食事は例会内とな

ります。 

・3/15会員卓話につて、継続審議となりました。 

・23－24年度委員会編成表について、承認され

ました。 

・2023 学年度米山奨学生について、世話クラ
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ブ・カンセラーの引き受けが承認されました。 

・細則変更について、承認されました。 

・例会お食事会場費値上げについてのお願いに

ついて、クラブ側で周辺調査のため継続審議

となりました。 

・全日本高等学校女子サッカー選手権大会優勝

祝賀会に、会長出席となります。 

・藤枝明誠全国大会、世界大会支援のお願いは、

クラブでは対応見送りとなりました。 

・24-25ロータリー青少年交換プログラム説明 

会は、次年度会長・青少年交換担当が出席いた

します。 

● 幹 事 報 告        土屋 富士子君 

・日本事務局より 

財団室 NEWS2022年 2月号が届きました。 

平和構築と紛争予防月間リソースのご案内が

届きました。 

・ガバナー事務局より 

ガバナー月信 2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 

44／45 97.77％ 43／45 95.55％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○伊藤君 ○大杉君 ○大塚君 ○落合君 

○勝又君  河森君 ○島村君 ○鈴木舜君 

○玉木君 ○仲田晃君 ○仲田廣君  

○松田君 ○望月君 ○八木君 

(２)メークアップ者 

伊藤君 大杉君 大塚君 落合君 勝又君 

島村君 鈴木舜君 玉木君 仲田晃君  

仲田廣君 松田君 望月君 八木君 

● 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 

・石上忠義君が入会し、1ヶ月が経過しました。

これからも、ご指導とご交誼を。宜しくお願い

します。時間があれば、「ロータリーの友」紹介

させて頂きます。「ロータリーの友」のご愛読も

併せてお願い致します。石垣善康君 

 

スマイル累計額 ６０，０００円 

● 外 部 卓 話                   

 

 

米山奨学生 

リ・ミンギョクさん 

 

 

 

● 奨 学 金 授 与            

 

 

米山奨学生 

リ・ミンギョクさん 

 

 

●ロータリーの友紹介    石垣 善康君 

「ロータリーの

友２月号紹介」 

２月は＝平和構

築と紛争予防月

間、また２月２

３日は、ロータ

リー創立記念日

です 

＜横開きのページ５ページ＞ 

ジェニファー・ジョーンズ RI会長メッセージが

寄せられています。 

昨年創立 50周年テーマの一つである、女子のエ

ンパワーメントの内容です。 

 

＜横開きページ、６ページ＞ 

１９０５年（明治３８年） 

２月２３日にシカゴでロータリークラブが誕生

しました。改めてロータリーの歴史・ロータリ

ーの目的を掲載しています 

＜横開きページ、２８ページ＞ 

バングラディシュからの米山奨学生が寄稿して

います。 

創立 40周年の時、大塚会員と退会した河合さん

の３名と、米山奨学生のプロタープ君で 

バングラディシュを訪問したのが懐かしく思い

出されました。 

クラブから５万円の補助を出していただき、小

学校へ発電機１台を寄贈してきました。 
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《2 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。 

ウッタラ市のロータリークラブへの例会訪問や

３名のポケットマネーで小学生・高校生への奨

学金授与などでした。 

＜横開きページ、３１ページ＞ 

ロータリーの友１１月号に掲載された「女性入

会への道筋」の記事への感想が掲載されていま

す。静岡ロータリークラブ所属の、静岡ロータ

ーアクト会員。 

女性会員についての、コメントですが 現在で

もこのようなコメントが有るということ自体が 

いかに、遅れているかと驚かせられます。 

＜立開きぺーじ、４ページ＞ 

人との出会い、他者のために生きる＝人のため

他者のために生きる。 

日銀からセブン銀行の頭取、現在は東洋大学の

理事長である、安西さんの講演要旨です 

 

８ページには 

藩主が、藩士の戒めとする 文が掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／増田 貴行君） 

月 火 水 木 金 

13 14 15 16 17 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

20 21 22 23 24 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

27 28    

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

   

ソングリーダー…… 太田 暢裕君 

ソング…… それでこそロータリー 

 

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 
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