
第 2841回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「手に手つないで」「静岡東ロータリー」

≪BGM≫   「image7」 emotional&relaxing

≪ゲス ト≫  なし

皆さん、こんにちは。

今 日は次週 と二回に渡 り、各委員

会、グループの中間報告と後半の計

画についての報告を頂きます。委員

長、リーダーの皆さんよろしくお願
いします。

さて今 日の会長挨拶は、第二段 と

して建築に建築に関するお話をさ

せて頂きます。
ここ最近、県内で建築される公共の施設の設計者が、国内

における有名建築家によることが目立ってお ります。

近くでは草薙の県営体育館『 このはなアリーナ』は内藤廣 さ

ん、昨年 12月 23日 オープンした富士宮の富士山世界遺産セ

ンター と現在工事中の富士山静岡空港の増築は坂茂 さん。

日本平山頂の展望施設は隈研吾さん。そして現在設計中の駿

府城公園内の青葉小学校跡地の市立博物館は、妹島和世さん

と西澤立衛 さんの SANAAグループが設計を進めています。
これ らの施設はいずれも設計コンペ、あるいはプロポーザ

ルにて設計者が選定され設計されたものです c

話題 となった施設、建物はできるだけ現物を見、体感する

ようにしているのですが、共感を得ている建物はいずれもが

その用途や 目的、あるいは土地の持つポテンシャルといった

ものを的確にくみ取 り明快に表現 している点が共通 してお

り、設計者の強い意図が感 じられます。

例えば、富士宮の富士山遺産センターは大きな水盤の上に

木組みの富士山をしつらえ、逆さ富士を全く反転 して表現 し

ています。木組みの逆さ富士の中は緩やかなスロープで富士

平成 30年  1月 25日 天候 晴れ

登山を体現しながら映像にて富士山の姿を展示 しています。

おそらく、設計の計画に入る前、敷地に建ち富士山を見たと

きにひらめいたものだと思います。
このように、我々設計者は一つの施設、建物の設計に取 り

組むとき、根幹 となるテーマを設定し、その実現に向け肉付

けし、枝葉をデザインし、設計を進めていきます。これは全

ての設計についてのゆるぎない姿勢で、用途や規模、金額の

多寡にかかわらず基本精神です。 (すべての建築設計者がそ

うだとは思いませんが)

人様のお金で自分を表現できるとい う、大変まれな職業で

評価を戴いた時には仕事冥利に尽きる、やめられない仕事・

職業であります。

以上、終わ ります。

≪委員長・リータ一゙ 上半期業績 、下半期計画発表 ≫

(職業奉仕)森下 登志美 様

職業奉仕委員会の報告をさせていただきます。

上半期につきましては、10月 19日 に職場見学会を開催いた

しました。大角会員のご協力をいただき、キリン様ご経営の

「スプ リングバ レーブ リュワリー」にてご昼食をおとりいた

だき、その後羽田空港ANA機 体整備工場をご見学いただき

ました。

下半期は、今週末地区の職業奉仕セ ミナーに参加 してまい

ります。 2月 15日 に職業奉仕クラブフォーラムを予定 して

お りますので宜 しくお願いいたします。

(社会奉仕 )遠藤  正和 様

上期の活動はございません。 3月 24日 に浅畑川の清掃美

化の奉仕活動を行います。昨年は会員 22名 、ご家族、協 l■l

団体等合わせて 73名 のご参加をいただきました。 4月 19

日には、南部特別支援学校の子供たちと野菜やお花の植栽や

合唱などの交流活動を予定してお ります。こちらの会員参加

は 21名 でした。今年も、多くの皆様のご参加をお願いいた

します。

(国 際奉仕 )鈴木 洋一 様

6月 7日 に仲本千津さんの卓話を予定 しています。静岡雙

葉学園出身、ウガンダで現地女性を集めてファッション関係

の起業をなさった方です。

3月 1日 はエスパルスの久米GMに 開幕戦直後のタイ ミ

ングで今年のエスパルスについてお話いただきます。

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

1月 25日 高柳 正雄 君

1月 28日 松 本 安 之 君

1月 30日  大村 幸代 君

1月 31日 稲森 照 男 君

結婚記念 日

該当者なし

≪会長挨拶要旨≫
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(会員増強 口会 員選考 )戸塚 敦雄 様

新会員のご報告です。

平成 29年 7月 13日  トーマツ    増山 達也 君

綜合警備保障  松本 安之 君

7月 20日 司法書士    近江 陽子 君

12月 7日  竹中工務店   青島 隆晴 君

(職業分類)長谷川 泰  様

前期は、稲森様の小麦粉製造を駐車場経営への変更の 1件

でした。 (新間前 リーダーに全て助けていただきました。)

下期はまだありませんが、随時対応いたします。

(公共イメー ジ向上 ※代読 )相原 雄治 様

(宮崎 リーダー)1月 末から2月 上旬にかけて欠席が続き

ますので、相原委員長に代読をお願いさせていただきます。

公共イメージ向上では、10月 15日 にエン ドポリオのため

の街頭募金を行いました。当日は肌寒い秋雨の天候にも関わ

らず多くの会員の皆様にご協力いただきました。また、当日

の実施場所確保については、松坂屋静岡店の自井様のご協力

のおかげで、松坂屋様、マルイ様の軒下で行えた事もご報告

いたします。

また、12月 14日 にはクラブフォーラムで 2620地 区の公

共イメージ向上委員会の委員長である野木様に卓話をして

いただきました。その中で、現在のロータリーのブラン ドカ

やポリオ撲滅への道筋が示され、今後ロータリーがどのよう

にその存在感を発信 していくべきかを説明 していただきま

した。

その他の活動については、毎月当クラブのホームページヘ

会報のアップや例会変更の案内をアップしてきました。これ

からの下期につきましては、魅力あるホームページヘの更新、

マイロータリーの登録促進を行つていきます。

(ク ラブ会報 )佐橋 徹  様

クラブ会報グループは当初、新井会員、鈴木広士会員、高

橋会員、日井会員、鍋田会員、脇永会員、島会員と私の 10

名のメンバーで始まりましたが、1名 が退会 されたため現在

は 9名 で会報の作成に当たってお ります。例会の会報は、平

成 29年 7月 6日 の第 2816回会報から本 日平成 30年 1月 25

日の第 2841回 会報まで 23号 の会報を発刊いたしました。こ

れは会員の皆様方のご協力と会報グループのメンバーのご

尽力によるものです。有難 うございました。

いくらかでも斬新なアイデアを盛 り込んでより良くと思

つてお りましたが、中々難 しい課題です。是非皆様方のお知

恵を拝借できたらと思ってお ります。しかしながら、これま

での会報を読み返 してみます と、会長挨拶や来賓卓話には興

味ある内容を発見することがありました り、行事のことを思

い出すことができた りしまして、記録 としての役害1はそれな

りに呆たしているかと思われました。

下半期も会報グループは魅力ある会報を作成 していこう

と思つてお りますので、どうぞよろしくお願い致 します。

(ロ ー タ リー情報)大村 幸代 様

7月 13日 に、有限責任監査法人 トーマツの増山達也君と

綜合警備保障株式会社の松本安之君、 7月 20日 に、あおば

司法書士法人の近江陽子君、12月 7日 に株式会社竹中工務

店の青島隆晴君のご入会にあた り、ロータリーについてご理

解いただくための情報委員会を開きました。

(米 山)柴田 啓之助 様

実は、本 日をもって退会 しますc望月委員長より活動を報

告するようにとの事でしたので、報告いたします。

2.平成 29年 11月 16日 、当クラブの奨学生でありました

文順姫さんから近況報告を伺いました。

それでは、退会にあた りまして一

言ご挨拶をさせていただきます。私

は兄弟が 11人お りますが、去年で

私 1人 になりました。はたして私の

兄弟の寿命がどれ くらいだつたの

か調べてみました。一番長かつた人

豪竃病讐軋茫鶉爆野‐|■  が 85歳 なので、私も最高に生きて

も残 り9年 6ヶ 月かなと。まだや り残 したことがたくさんあ

りますので、そのために時間を作 りたいな と思つています。

それが今 日で退会 させていただきます理 由です。

お世話にな りま して、有難 うございま した。

≪ス マ イル報 告 ≫

柴田 啓之助 君  今日で退会 します。貴クラブのますますの発

展を祈念してスマイル.

長谷川 泰 君 結婚記念 日にお花を有難 うございました。 1

月 22日 (イ
ーフーフの 日)に 33回 目の記念 日を迎え

ることができ、感謝のスマイルをさせていた

だきます。

稲森 照男 君   お誕生日のお祝い有難 うございます。1月 31

大村 幸代 君

日です。

お誕生日のお祝い有難 うございます。祝つて

くれるのは、以前はロータリーだけでしたが、

最近は孫が折 り紙をプレゼン トしてくれるよ

うになりました。歳を重ねてうれ しいことも

あります。

松本 安之 君   お誕生 日のお祝い有難 うございます。50にな

りますので、今以上に健康に気を使いたいと

思います。

高柳 正雄 君   丁度今 日が誕生 日、お祝い有難 うございま

す。前期高齢者 3年 目に突入 しました。生ま

れたその 日も木曜 日だつたとか、私は憶えて

いませんが 。

脇永 勉 君   お誕生 日のお祝い有難 うございます。55歳 と

なり、60歳定年まであと 5年。ラス トスパー

トで、走 りきりたいと思います。

鈴木 洋一 君   プロが選ぶ 日本の旅館 とい う賞があり、加賀

屋が有名ですが、今年から始まりました水上

観光船部門で、駿河湾フェリーが全国 6位 に

入 りましたので、皆さんに披露 したくてスマ

イル します。

1米山記念奨学会 寄付明細

支払 日付 寄付内容 単価 人数 合 計

7月 7日 米山記念奨学会

普通寄付

3,000 159,000

8月 4日 米山梅吉記念館

寄付

28,000

9月 8日 米山記念奨学会

特別寄付

10,000 560,000

1月 9日 米山記念奨学会

普通寄付

3,000 162,000

寄付総額 909,000

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
53(50)

53(51)

1/11 53(49) 5 89 80%

<会報作成 :臼井 満>


