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■ 会 長 報 告            山田 壽久君 

皆さんこんにちは 

先週の納涼夜間例

会には、たくさんの

メンバーの皆様は

じめ、多数の奥様方

のご出席をいただ

き、大変楽しく盛大

に開催できました。本当にありがとうございまし

た。小杉苑をビアホールにしようと、楽しい企画

をしていただいた親睦委員会の平原委員長と委

員会の皆様、そして素敵なバンド演奏をしていた

だいた藪﨑委員には、心より感謝を申し上げます。

ありがとうございました。 

リオのオリンピックも終了し、多くの選手がメダ

ルを獲得され、私たちに大変勇気と感動を与えて

くれました。また、来月からはリオ・パラリンピ

ックが開催されます。これにも多くの日本の選手

が出場され、必ず多くの感動を与えてくれるもの

と信じています。心から応援をしたいと思います。 

さて、いよいよ来週の９月６日は、2016-17 ガバ

ナー公式訪問が開催されます。島田ＲＣ、榛南Ｒ

Ｃ、藤枝ＲＣ、藤枝南ＲＣの４クラブ合同の公式

訪問であります。当日の午前９時半には、生子ガ

バナーが到着されます。午前 10 時より、ガバナー

を囲んだ４クラブ会長幹事会が開催されます。12

時半からの訪問例会は、４クラブ合同で開催され

ますので、私ども藤枝南ロータリークラブの皆さ

まには 100％出席をお願い申し上げます。充実し

たガバナー訪問の一日になりますよう重ねてお

願い申し上げます。 

 

 

 

■ 幹 事 報 告          渡邊 博文君 

・第 2620 地区より 

2016 年 9 月のロータリーレートは 1＄＝102 円 

です。 

・米山梅吉記念館より 

館報 2016 秋号 28 が届きました。 

・静岡県中部保健所より 

血液事業の現状が届きました。 

■ 出 席 報 告             藪﨑 茂君 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

39／46 84.78％ 43／46 93.47％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○稲葉君 ○川口君 ○多々良君 ○中山君 

○森竹君 藪崎宰君 佐野裕君 

(２)メークアップ者  

森竹 正晃君（焼津南） 梅島 純夫君（焼津南） 

中山 恵喜君（榛南） 

■ スマイル B O X           藪﨑 茂君 

・結婚記念プレゼントありがとうございます。カ 

 ミさんのおかげです。おいしい刺身食べます。 

平原 望君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。今日 

 で満 72 才になりました。    小林 正敏君 

・夫人誕生のプレゼントありがとうございます。 

内藤 浩光君 

・100％出席のプレゼントありがとうございました。 

池ヶ谷 勇君 
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・100％出席ありがとうございました。 

富澤 静雄君 

・100％出席 御祝いありがとうございました。 

まだまだ頑張ります。      若林 秀典君 

・出席率 100％のお祝いのお肉ありがとうござい 

ます。食べて終わる物が一番です。 

朝比奈 潔君 

・ローストビーフありがとうございました。はや、 

35 年、未だにカーペンターが見つからず未だに 

隙間風が吹いてます。     次男 渡邉君 

・100％出席の記念日ありがとうございました。

100％出席はくだらないものだと思ってました

が、達成すると満足感があります。今年も達成

できる様頑張ります。     伊藤 恒夫君 

・ローストビーフらしい物ありがとう！！ 

髙杉 光洋君 

・今年も 100％めざして頑張ります。 

鈴木 健夫君 

・100％出席のプレゼントありがとうございます。 

この賞は本当にうれしいです。ローストビーフ 

 はたれ無しでも美味しいです。  平原 望君 

・100％出席のお祝いのローストビーフ、ありがと 

うございました。おいしく頂きました！！ 

山田 壽久君 

・6年目にして初めての 100％出席でした。これ 

からも頑張ります。      竹田 敏和君 

・100％出席プレゼントありがとうございました。 

 今年も頑張ります。      渡邉 博文君 

・100％出席のプレゼントありがとうございます。 

富澤 賢一君 

・ローストビーフありがとうございます。 

桑原 茂君 

スマイル累計額  ８８，０００円 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

青少年奉仕 

小委員会 

  望月 誠君 

 

７月１６日から１８日までの華笑園でのひまわり

畑でお話し会の経過を皆さまにお伝えしたいと

思います。 

 

 

７月１６日は夕方5時頃に藤の瀬会館に江﨑さん、

竹田さん、杉浦さん、藪崎さん、望月の5名が集合

しました。絵本の読み聞かせの展示の準備をす 

るためであります。さくまゆみこさんよりお借り

して送られたアフリカの絵本、パネルお展示をお

こないました。 

さくまゆみこさんは、数多くの子どもの絵本の翻

訳を手掛けた、アフリカ子どもの本プロジェクト

の代表としてケニアの２つの図書館の運営にも

関わっております。（子どもの本を窓にして世界

を知る。）という発想であります。皆さまの協力

をして頂き準備が思ったより早く終了致しまし

た。 

このパネルからアフリカの現状を知ることがで

きます。 

① 安心して生きる権利を奪われている子ども達。 

② エイズにより亡くなる人たち、そして残された

子ども達。 

③ 最近の紛争や内戦に幼い子どもたちが銃を

持ち戦地に駆り出される悲しい現状。 

④ 戦争で我が子を失い泣き崩れる父親など 

残念ですが日本では考えられない光景であ

ります。 

日本は平和でまたこの現在の環境は恵まれてい

ませんか？もう少し皆さん考えていきましょう。 

ケニアのエンザロ村、そしてジャンダ村には電気、

水道のないような特に貧しい地域であります。 

この現実をみなさまに伝えたいと考えております。 

ここで皆さまに質問です。アフリカは何か国で成

り立っているのでしょうか？答えは５０ 

 

7 月 17 日は藤の瀬会館においてアフリカの絵本

の展示を朝の 10 時から夕方 6 時まで開催されま

した。親睦委員会の皆さまの協力をして頂き、

人数割をして 2 時間から３時間の間隔で展示場

の案内、および監視をして頂きました。 

10 時から 12 時までは佐野裕樹さん、杉山さん、

平原さん、望月、渡邊幹事から栄養剤の差し入れ

がありました。 

12 時から 2時までは梅島さん、江﨑さん 

2 時から 4時までは藪崎さん望月、 

4 時から 6 時までは鈴木健夫さん、藪崎さん、

鈴木照光さん、望月 

皆様休日に出てきていただきありがとうござい

ます。 

 

 



1195‐3 

 

 

7 月 18 日はメインイベントの華笑園における

お話し会が開催されました。10 時からの開催であ

りますが会場設営のため 江﨑さん、竹田さん、

飯田さん、渡辺さん、望月が華笑園に 8 時 30 分

に集合をしていただきました。会場設営のテント 

の設営、横断幕を張ったとりと準備を始めました。

その後も平原さん、杉浦さん、藪崎さん、中村さん、

桑原さんも参加していただきました。 

もうこの時間で設営の協力の皆さまは、汗だくで

あり水分補給が必要でした。 

9 時３０分にはお話し会の皆さまが準備に来場し

ていただきました。 

また、来場者が藤の瀬会館の第２駐車場の車に

止めた方を華笑園に運ぶためピストン輸送を

藪崎さんが何度も送迎していただきました。 

華笑園においてひまわり畑でのお話し会が 10 時

から開催されました。天候は曇りでありましたが

気温は高かったです。 

まず、山田会長の開催の挨拶に始まり、お話し会

の方々の １、絵本の読み聞かせはきょだいな

きょだいな。２、ストーリーテリング。３、大型

絵本での読み聞かせ。４、エプロンシアターは

はらぺこあおむし。５、ペンギン体操。６、藤枝

駅南図書館、岡出山図書館、岡部図書館の館長さん

が勢揃い来ていただき、ほんの福袋、よむゾーくん

の宝探しゲーム（ひまわり畑によむゾーくんを隠

し探す）などの楽しい催しをして頂きました。 

この時には杉浦さん、平原さんが藤の瀬会館で

の２部の準備と絵本の監視をしていただいてお

ります。 

 

11 時 30 分からは、藤の瀬会館において第２部の

お話し会が開催させました。多数の方が来場して

いただきました。 

まず江﨑さんのおおきなおおきなきいろいひまわり

の絵本を読んでいただきました。これが大変上手

でプロ並みでありました。その後に １、手袋人形

のメエメエこひつじ。２、えほんの読み聞かせでは

アフリカのおと。３、手遊び。４、ストーリーテ

リングのきんいろのしか。 

２部の読み聞かせの後に子どもたちのふれあいの

時間がありました。 

移動図書館の開催も 3 時頃までして頂きました。 

午後からの絵本の展示は午後4時まで行いました。

このイベントは無事終了致しました。 

平原さんは人数の割り当てをして頂きました。 

 

 

皆さんの時間帯はなるべく短時間でとの配慮を 

してもらいました。これは、連休の中間であり、

なるべく皆さまの負担にならないようお願いを

致しました。華笑園の地盤の準備をして頂いた

佐野さんありがとうございます。この企画にメール

のやりとりをして頂いた杉浦さんありがとうご 

ざいます。なにより江﨑さんは大変苦労をされた

と思います。 

読み聞かせの大切（「○歳までの本の読み聞か

せ」が子どもの人生を左右する） 

脳科学が証明 

本の読み聞かせで脳が発達をすると言われてお

りますが、では、具体的にどのような効果がある

のか述べたいと思います。 

１、ボキャブラが増える。 

言うまでもありませんね。いろいろな表現や 

言語に触れることができます。 

２、考える力が育つ。 

ストーリーを理解しようとしますから、おのず 

と考える力が育ちます。 

３、言語に対する理解力が高まる。 

いろいろな場面で発せられる言葉について、 

その本質を理解する力が高まります。 

４、想像力や創造力が育まれる。 

話の展開を自分なりに想像したり、創造したり 

する能力を身に着けます。 

５、表現力が高まる。 

たくさんの表現や言葉を知ることにより、 

自分が発信するときの表現力が高まります。 

６、コミュニケーションの能力が高まる。 

表現力がつくと、相手に自分が伝えたいこと 

が正しく伝わるようになります。また、相手 

の言うことも理解できるようになりますから、 

コミュニケーション能力が高まります。 

さあお疲れの打ち上げであります。佐野さんの

富岡屋で美味しいビールで乾杯です。 

正直大変疲れましたが、このイベントに全力を尽

くした自分には心地よい疲れです。 

このイベントを終了してロータリークラブの 

皆さまの協力と絆に再度感謝いたします。 

これから秋にはコスモスでのお話し会の準備の 

ために 8月１４日に朝 8時からコスモスの種まき 

を佐野さんご夫妻、近所の方、江﨑さん、望月で 

行いました。泥んこのなかの種まきは私において 

は、貴重な体験をさせていただきました。 

コスモスがどのように成長されるのかがとても 
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楽しみであります。時間に余裕のある時に華笑園 

に足を運んでコスモスの成長をみたいと考えて

おります。 

次回のコスモスの企画は、今後江﨑さんの構想を

重視していき、私は今回と同様、縁の下の力持ちに

徹する所存であります。 

再度みなさまのご協力の程宜しくお願い致します。 

来年２９年１月には藤枝南ロータリークラブ杯

のサッカー盃があります。今後の皆さまの協力の

程宜しくお願い致します。 

 

■ 今週の一言         村松 章隆君 

 

 

 

 

 

 

私のマイブームは、３つあります。 

一つ目は 
朝起きて、毎日、朝日に向かって「今日はいい

日だ！」と大きな声で、叫びます。天気の悪い

時でもしています。その後、仏壇に手を合わせ、

近況報告をして、出勤して、会社では、地の神

様に手を合わせ感謝と、今日一日よろしくとお

願いしております。 

二つ目は、 
飲んだときは、極力、２次会に行くのは、辞め

るようにしています。２次会に行くよりは、頭

のスポーツをしてボケ防止をしています。 

三つ目は、 
地元出身の女子サッカークラブ、県一部リーグ

の「アスレジーナ」のチームを応援しています。 
因みに、ＧＫの桧物選手は、今年の５月より弊

社の社員となりました。 
試合後の一杯は、とても楽しいひと時です。 

 
以上が私のマイブームです。 
 

 

 

 

 

 

９月のお祝い 
おめでとうございます！ 
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例会日 クラブ行事 摘要 

9/6(火) 

第 1196 回 
ガバナー公式訪問 小杉苑 

9/16(金) 

第 1197 回 
会員卓話  

9/23(金) 

第 1198 回 
会員卓話  

9/30(金) 休会③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／鈴木寿君) 


