
《ビジター》 下川

《本日のお祝い》

お誕生 日

該当者なし

《会長挨拶要旨》

「地球」

第 2556回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》  「我等の生業」

《BGM》  ABBA Greatest Hits

《ゲスト》 静岡デザイン専門学校 校長

久保田 香里 様

徳雄君 (東京目黒RC)

結婚記念 日

該当者なし

佐橋 徹 会長代行

大分春めいてきたと思つ

ていましたら、最近はまた

寒い日が続いています。ま

さに 「三寒四温」の時期で

しょうか。

先 日夜のウオーキングの

後、深呼吸をしながら空を見上げた時、なぜか、ふ と

月、地球、空気のことを考えてしまいました。

よく用いられる例えに「地球は卵の様な構造で、内

部は大部分がマグマで満たされていて地表の厚 さは卵

の殻ほどの厚 さに等 しく、地球を取 り巻く空気の層は

卵の殻に薄 く塗料を塗った程度の厚 さに過ぎない」 と

言われます。

地球を覆 う大気圏は 4つ の異なる層に分けられま

す。最も地表に近い層が対流圏 と呼ばれ、その上層は

成層圏、中間圏、熱圏に分けられます。

地表に一番近い対流圏のみにヒ トが生存可能な温

度 と酸素が存在 しています し、ほとんどの水分や水蒸

気もこの対流圏のみに含まれています。対流圏の厚 さ

は、赤道の上空でも 1万 6千メー トルで、我々のすむ

温帯では 1万メー トル程でしかありません。 日立製作

平 成 28年 3月 10日 天 候 Jヽ雨

所の最新の高速エ レベーターでしたら 10分ほどで最

上層まで到達が可能です。 しかし高度が上がれば温度

は低下 し酸素濃度も低下します。高度 1万メー トルで

は氷点下 57度 になり、5千メー トルの高度では酸素も

激減 して “デスゾーン"と も呼ばれます。

我々は酸素を吸い込んでエネルギーを作 り出して生

きている様に酸素は生存には不可欠な物質ですが、大

気中の酸素量は以外に少なくて空気中の 21%ほ どし

かありません。残 りの大部分は窒素で 80%を 占めてい

ます。21%しかない酸素がわずか 3%減少 して 18%に な

るだけで酸欠状態になり頭痛、めまい、吐き気、動悸

などが出現 して、10%に まで減少すると意識不明、6%
では瞬時に昏倒 して 6分で死亡に至るとされています。

ですから高速エレベーターに乗つて約 10分後に対流

圏の最上層で降 りた人間は、酸欠 と低温のため確実に

死亡しているわけです。

また対流圏の上層には成層圏がありますが、成層圏

の上層部分にあるオゾン層によつて、我々は有害な宇

宙線や紫外線から守 られています。

この様に他の惑星には見 られない大気圏が存在す

ることによって、地球のみに我々の生存可能な環境が

保たれていることは全 くの幸運 としか考えられません。

さらに地球上の全陸地の 12%のみが人類の居住可

能な地域で、これは海面も含めた地球表面全体のわず

か4%に相当するとされています。

人類が生存 していることだけでも、これ らの好条件

に恵まれているお蔭と感 じて 73億の人間同士は、何 と

か仲良くしていけないものでしょうか ?

《来費卓籠》

『地域を元気にする人づくり」

久保田 香里 氏

静岡デザイン専門学校

の校長を 10年間務めてい

ます。浜松から伊豆までの

静岡県出身の学生が集ま り

シズデ(SIZUDE)の愛称で親

しまれ活動 しています。
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静岡の課題は人口流出、とくに若者や女性が流出し

ているため地域が弱っています。原因はどこにあるの

でしょうか。若者や女性に魅力のある仕事が無いので

しょうか、学校に問題があるのでしょうか、街に魅力

が無いのでしょうか。

私たち SIZUDEは 「デザイン」と「若者」を大切にす

べきだと考えています、「デザイン」は地域社会の問題

を解決する力を持っています。また「若者」への教育

が地域社会を継続的に動かす原動力 となり「デザイン」

と「教育」を両輪で推 し進めること、これが地域を元

気にする人づくりであり私たちの目指すところです。

SIZUDEの 基本的な考えは「静岡を知る活動を通 じて

地元に役立つ人を育てたい」 とい う事になります。

静岡と学生個人がつながる中で 自然 と静岡に役立

つ仕事に就 く流れが出来てきたのです。

以下 SIZUDEの 主な取 り組みを紹介 します。

静岡が文化 の発信 を行 うイベ ン トである大道芸

World Cupは 25年 目を迎えますが、SHIZUDEの デザイ

ンが 14年間採用 されています。学生は静岡を学びなが

ら大道芸 と係わつています。静岡の良いところを付箋

に書き出して全身に貼つたモデルや、子 ども向けのポ

イン トメイクのボランティアに取 り組んでいます。

子 どもの時 に この メイ ク を して も らつた子 が

SIZUDEに入校するといつた循環も生まれています。

伝馬町通 りの街づくりに SIZUDEが 参カロしています。

ブルーのイメージカラーを決めてオ リジナルのバナー

をデザインして街の飾 りつけをしました。歩行者天国

では浴衣のファッションショーを行 うなど街のにぎわ

いづくりに貢献 しています。

マスメディアに対 してはNHKが 行 う静岡県産の花

の紹介でラッピング等を手伝つています。またSBS
では静岡の季節感を伝えるようなセッ トづ くりをして

いる。学生にとつては放送業界の実態を知る良い機会

にもなつています。

松坂屋等 とSIZUDEが協力 して 「静岡コレクション」

を開催 しました。静岡を盛 り上げるためのキーワー ド

のひ とつは「ファッション」、一方この業界は働きたい

人が減つている実態もあります。「静岡コレクション」

では、すべて学生がデザインしたオリジナルの洋服を

つ くり、販売まで行い、ファッション業界への理解を

深めています。またプロモデルヘのフィッティングと

い う得がたい経験を得る場にもなっています。

FDA(フ ジ ドリームエアラインズ)の CA制服のデ

ザインや、 lAIの サ ッカーロボットのデザインを手

がけ、また老舗菓子店 と共同で新 しいお菓子の開発 も

サポー トするなど、地元企業 とともにビジネスを通 じ

て学生の体験を積ませることに努めています。

しずおか ビジネスプランコンテス トでは、起業家

(entrepreneur)を 発掘・養成に取 り組み、こういつた

活動を通 じて、地元で仕事をしたい人、起業 したい人

を増や していきたいと思います。

私は、学生の自信は体験の 「質」ではなく「数」で

決まる、 とい うことを持論に しています。学生には

数多くの失敗を経験 して、大きく育つて欲 しいと願つ

ています。

最後に繰 り返 しにな りますが、今 静岡が大切にすべ

きものは 「デザイン」と「若者」であり、皆さまにも

ご理解・ご支援をいただきたいと思います

《スマイル報告》

川 口 尚宜 君  先 日、ワイン会す ごく楽 しかつたで

す。 コムデポワソンのおい しいお料

理 とおい しいフインで した。計画 し

てくださった神野会員 と相原会員に

感謝 してスマイル します。

高石 優子 君  先週のワインの会が とても楽 しく、

美味 しかつたのでスマイル します。

神野会員、相原会員、あ りがとうご

ざいました。 コムデポワソン、素敵

なお店だつたのでまた行 きたい と思

います。

鈴木 寿人 君  結婚記念 日のお祝いのお花あ りがと

うございました。春 らしい色 とりど

りの美 しいお花を自宅に届けていた

だき、妻も家族も喜び LINEで写真 も

たくさん送つてくれま した。皆様に

感謝 してスマイル致 します。

佐野 哲一 君  鯖を読んでいることがばれてしま う

誕生 日、慌ててしま う年齢の者 とし

ては祝われ ることは こそばゆい限

り。同輩が没する中、無事の一年は

儲けものと思いつつ祝いの品頂戴に

スマイル。

杉田 至弘 君  本 日ご多忙の中来賓卓話を快 くお引

き受け頂いた静岡デザイン専門学校

校長 久保田香里 さんに感謝 し、これ

か らの益々のご活躍に期待 しスマイ

ル します。

≪出席報告≫
出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

3/10 52(48)

52(49)

2/25 52(48) 12 1 97 92%

<会報作成 :為国 浩二>


