国際ロータリー第 2620 地区

例

会

藤枝南ロータリークラブ会報

第１４３６回・第１４３７回

ソング：君が代・奉仕の理想

■ 会 長 挨 拶

2021 年 12 月 3 日（金）Ｎo.18

早朝例会・通常例会/小杉苑

ソングリーダー：村松章典君
竹田敏和君

先週の土曜日 11 月 27 日に市役所の大会議室で”
もったいない”ポスターコンクールとグリーンカ
ーテンコンテストの表彰式が開催されました。望
月幹事と出席してきました。ポスターコンクール
は、夏休みに市内の小学生に“もったいない運動”
をテーマにして書かれたポスターの優秀作品 10
点が表彰されました。この作品は、市内を走るゴ
ミ収集車（パッカー車）に貼られます。またグリ
ーンカーテンコンテストは、市内の事業所や個人
の住宅で作成されたグリーンカーテンが 4 事業所、
5 人の個人が表彰されました。夏の日差しを屋外
にグリーンカーテンを設置することで遮るのは
省エネの観点からもとても有意義なことです。4
事業所の中にはメンバーの伊藤彰彦さんの（有）
静岡労務管理センターも含まれていました。これ
らの表彰作品は 12 月から生涯学習センターで展
示されています。市は、12 月を「藤枝市もったい
ない推進月間」とし、第 3 金曜日を“もったいな
いアクションデー”と定めています。
12 月 17 日の例会は、生涯学習センターへの移
動例会となります。本来なら“もったいない市民
のつどい”というイベントに協賛して、環境政策
課と運営の手伝いをすることでロータリー奉仕

デーとする予定でした。しかしコロナウィルスの
感染拡大のためイベントは中止となってしまい
ました。環境政策課と相談しながら作製した横断
幕と、皆さんには新調したジャンバーを着ていた
だいて集合写真を撮らせていただきます。その後、
生涯学習センター内の展示作品を見ていただい
てお弁当配布となります。事務局より案内はさせ
ていただいておりますが、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。
本日はクラブ年次総会も開かせていただきま
す。有意義な例会となりますようお願いいたしま
す。

■ 出 席 報 告

佐野博己君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

44／51 86.27％

4３／51 84.31％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○植田君○加藤君○川口君○桑原君
佐野芳君

佐野裕君

池ヶ谷君

(１)メークアップ者
渡邊芳隆君（榛南）

食事準備数

食事提供数

残

累計残

49

46

3

13
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パーフェクト例会数：
欠席連絡は、前日までにお願いします

■ スマイル B O X

佐野博己君

・誕生日プレゼントありがとうございます。
渡邊芳隆君
・妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
明美さんも還暦です。

稲葉俊英君

・新しい事務所が完成しました。
仕事がんばります。

松浦正秋君

・女房の誕生祝ありがとうございます。
60 回目の誕生日は廻らないお寿司を食べに行
こうと考えています。

鈴木寿幸君

・記念日ありがとうございます。
多分 33 回目です。

漆畑雄一郎君

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます
夫婦ともども今後ともよろしくお願い致しま
す。

渡邊博文君

・会員誕生日、妻の誕生日、結婚記念日のお祝
いをありがとうございます。来年も祝ってい
ただけるよう頑張ります。

杉山茂範君

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます
50 ウン歳になると思います。今年も忘れずに
すみました。

平原望君

・誕生日のお祝いありがとうございます。
年末の生まれなので皆に忘れられています。
お祝いをいただけるのはロータリーだけです
鈴木照竟君
・誕生日プレゼントありがとうございます
村松章典君

スマイル累計額

■ 会 員 卓 話

４５７，０００円

佐野博己君

皆様こんに
ちは、ロータ
リーの先輩方
を前に卓話を
させて頂き有
難うございま
す。
「自己紹介と
環境」というお題を頂き緊張しておりますが一生

懸命卓話をさせて頂きます。
自己紹介ですが南ロータリーでは佐野先輩が２
人いますから佐野３男！こと佐野博己（さのひろ
み）と申します。島田市生まれで島田市にて拠点
を構えておりますが藤枝市、島田市、焼津市、牧
之原市などの志太榛原地区を中心に県下全域に
活動をしております。
仕事は建築資材の総合卸をしております。具体的
にはシステムキッチン、システムバス、洗面化粧
台やトイレ、フローリングや建具材を販売する販
売店、簡単にいうと物売りとなります。メーカー
から商品を仕入れ工務店様や元請け様へより良
い商品をより安定的に供給する、確実な情報を提
供する会社として日々活動しております。
環境ですが仕事に関わる環境、コロナ禍で建築業
界の環境が変化しました。先ずは私が父から事業
を受け継ぎ約２０年、２０年前の建築状況はまだ
まだ住宅着工件数が多くトラックに荷物を満載
にしてお届けしてはまた荷物満載で出発する、当
たり前のルーティーンから現在は住宅着工件数
が減少しており物の動きは鈍っております。更に
コロナ禍の影響で物不足の状況、輸入商品に頼り
過ぎていた結果だと感じます。今年の４月からは
「ウッドショック」と言われる木材の不足と価格
の上昇、異常な状況が現在も続いております。弊
社はより確実な情報をお客様へ連絡してお客様
の納期に出来る限り近づけるネットワーク拡げ
ている最中です。
現在ガソリンの値段が急上昇しておりますよね、
私が約３０年前に免許を取り車に乗った時のレ
ギュラーガソリンの価格が８０円台だったと思
います。現在は１７０円近くと約２倍の価格です。
建材のベニヤに関しては私の仕事を始めた当初
７００円程度だったものが現在は１，６００円強、
２倍以上の価格を付けており更に上昇中です。弊
社では価格の上昇を抑えることは出来ませんが
少しでもお客様へより良い提案が出来る様にア
ンテナを立て各界とコミニュケーションを取る
ように精進してまいります。
さて、このロータリークラブのバッジですがかな
り強力です！私が藤枝南 RC に入会させて頂き RC
バッジを付けて他団体にいくと口をそろえて「ど
このロータリー所属かな、凄いね」と言われます。
藤枝南 RC の先輩方は皆優しく、時には厳しく指
導して頂ける最強のメンバーだと思っておりま
す。そのメンバーの一員となれたことを誇らしく
感じます。非力ではございますが先輩方にご指導
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を頂き少しでも藤枝南 RC の皆様の力になれる様
に今後も宜しくお願い申し上げます。以上で卓話
を終了します。ご清聴ありがとうございました

賜りまして挨拶と代えさせていただきます。

■ クラブ年次総会

井勉君
次年度会長のご承認を頂き、ありがとうござい
ます。
継続して「楽しいクラブ」運営に尽力します。

松浦指名委員長

■ パスト会長会報告
富澤初代会長

■ 今週の一言

「私の推し」とい
うことですが、特
に推すものもあ
りませんが、お酒
のほうは、晩酌を
ずっと日本酒で
やっていますが、
この頃は寝酒にウイスキーを飲むようになりま
した。我々が若い頃、ジョニ赤が５，０００円、
ジョニ黒が１万円で、とても高かったんですが、
今はジョニ赤が１，０００円、ジョニ黒が２，０
００円で買えますので飲み始めました。ロックか
ストレートで、水と交互にテレビを見ながら、ち
びりちびり飲みます。そうすると朝までぐっすり
眠れます。
最近、お酒の店で、ジョニ赤の横にスコッチのシ
ングルモルトが並んでいるので、それを根こそぎ
買って飲んでみました。それぞれ個性やクセがあ
って美味しいと思います。寝酒はスコッチウイス
キーをちびりちびり飲むのがいいと思います。

例会日

若林秀典君
只今、クラブ協議会で 2024~2025 年度 2620 地区
静岡第 4 グループガバナー補佐に議決決定されま
した若林 秀典です。パスト会長の方々の推挙と
いうことで私にとっては身に余る光栄です。これ
からは、ロータリーについて勉強し、ガバナーの
考え、気持ちを伝えられるように頑張っていく所
存です。会員の皆様の更なる、ご指導、ご鞭撻を

渡辺哲朗君

クラブ行事

摘要

12/10(金)
第 1438 回

外部卓話

12/17(金)
第 1439 回

奉仕デー

12/24(金)
第 1440 回

年忘れ夜間例会

小杉苑

1/7(金)
第 1441 回

会員卓話

理事会

小杉苑

1436・1437

おめでとうございます！
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