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国際ロータリー第 2620 地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2022 年 4 月 1 日（金）Ｎo.33 

 

例 会 第１４５２回 通常例会/小杉苑 

ソング：君が代、奉仕の理想 ソングリーダー：佐野博己君 

■ 会 長 挨 拶          竹田敏和君 

 久しぶりの通常例会となります。昨年 7月 2日、

1418 回の例会でスタートしました。本日の例会が

1452 回となります。先週までに通常の例会が 12

回、短縮例会が 4 回、お弁当配布例会が 16 回、早

朝例会が 2回でした。今日から 6月までの 3か月

間無事に例会が行えたらと思います。 

 本日の例会では、3 月 21 日に行われた PETS の

報告を次年度会長幹事にしていただきます。早い

もので、もう次年度が準備を進め 7 月からの本番

に備えています。 

 来週 4月 8日は、藤枝ロータリークラブの 50周

年に例会として参加させていただきます。残念な

がら懇親会はなくなりましたが、当クラブから 27

名のメンバーが式典に参加していただけること

となりました。14 時から受付、15 時開会の点鐘と

なっています。17 時くらいまでの予定です。 

 4 月 24 日には、地区研修、協議会が ZOOM で開

催されます。 

 5 月 21 日、22 日には、本年度地区大会が山梨

で開催されます。 

そして、5 月 28 日、29 日に会員旅行で出雲に行

ってくる予定です。6 月までの通常例会以外にも

様々な行事が組まれていますので、参加予定者は

よろしくお願いいたします。 

 ただ、ここにきて新型コロナウィルスへの新規

感染者数が増加傾向に転じてきています。藤枝に

おきましても、このところ静岡市、浜松市に次い

で 3 番目に多くの感染者が出ています。病床占有

率は 15%以下となっていますが、これからも感染

防止に十分注意していかなくてはと思っていま

す。 

 

■ 出 席 報 告          古川賢吾君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

37／50 74％ 46／50 92％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○稲葉君○江﨑君○川口君○桑原君 

○佐野芳君○中村君○早川君○平原君○村松君 

○渡邊芳君 池ヶ谷君 佐野裕君 

(１)メークアップ者 

飯田敏之君（藤枝） 

 

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 

 

 

 

食事準備数 食事提供数 残 累計残 

41 39 2 21 
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■ スマイル B O X        古川賢吾君 

・残り３か月、今月から再スタートです。 

 結婚記念ありがとうございます。竹田敏和君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。 

 ７８才になりました。これからも元気に過ご 

したいと思います。      小山明良君 

・誕生日プレゼントありがとうございました。 

 ６６才になります。      若林秀典君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 いよいよ還暦となります。  漆畑雄一郎君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 ５８才になります。今後も宜しくお願い致し 

ます。            渡邊博文君 

・結婚記念のお祝いありがとうございます。 

 あっという間の２０年でした。 鈴木照竟君 

・結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

 なかなか外に出られない日々ですが夫婦でプ 

レゼント楽しませて頂きます。 

 ありがとうございました。   数野晴紀君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 ４６歳になりましたが、まだ藤枝南ロータリ

ー最年少のままです。今後ともよろしくお願

いします。          笠原大輔君 

スマイル累計額  ５６５，０００円 

 

■ P E T S 報 告                

井勉君 

２０２２－２３年度は、女性初のＲＩ会長 ジ

ェニファー・ジョーンズさんの登 場となります。

１９９６年の入会で、ラジオ・ＴＶ製作会社の社

長だそうです。 

メディア出身であることを強みとして、ロータリ

ーの知名度を世界的に上げるの が目標、と月刊

誌「ロータリの友」の３月号に記載されていまし

た。 

ジョーンズＲＩ会長のテーマは ”イマジン ロ

ータリー” 

１９７１年ベトナム戦争から生まれた ジョン

レノンの「イマジン」 

コロナ、戦争、世界にもたらす変化が進む変化を

取り入れ、適応と改革で 「未来への想像」をし

ましょう。ということです。 

キーワードは、ＤＥＩと呼んでいました。 

Ｄダイバーシティ、Ｅエクイタブル、Ｉインクル

ージョン 多様性、公正さ、包み込み包括、を取

り入れ、会員増強しましょう。 

そして、資金面、プログラムを通してロータリー

財団を支援し、目指すは「ポリオ根絶、平和の実

現」とのことです。 

ロータリーへの入会者を見つけるのは容易い、苦

労は「会員維持」で回転ドア式になっている。（入

っては出るの繰り返し） 

ＤＥＩにより、女性３０％の達成さらには５０％

へ、ユニークな革新的なクラブ を作りましょう。

と結んだ。 

会員による参加型の奉仕、人間的成長、リーダー

シップ開発を目指しましょう。 

会員とは、ロータリーとローターアクト（１８歳

以上の青年男女のためのクラ ブ）を指し、ロータ

ーアクトは「意思決定、行動が早い」若い人から

学ぶべきこ とは多い、と「ロータリーの友」3月

号にある。 

女性会員と、若年層のロータリーアン獲得も目指

しているようだ。 

浅原第２６０２地区テーマ運営方針 

「絆を深めて、ロータリー活動を再開しよう」 

懇親会、親睦活動を通して絆を深め、ロータリー

活動を再開する。 

そして、奉仕活動こそが、会員増強の根源だ。と

結んだ。 

以上 ＰＥＴＳの報告でした。 
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鈴木寿幸君 

こんにちは、次年度幹事の鈴木（寿）です。樽

井次年度会長と同じく、３月２１日（月）春分の

日に、ロータリー会長エレクト研修セミナー

（PETS）に ZOOM にて参加させていただきまし

たので、報告いたします。 

 ２０２１－２０２２年度 会長は、カナダオン

タリオ州にあるウインザー大学の理事長、ウイン

ザー州エセックス地域商工会議所の会頭を務め

るメディアプロダクション社の創業社長 ジェ

ニファーE.ジョーンズ氏との紹介があり、ロータ

リー１１５年の歴史の中で初の女性会長との紹

介がありました。 

女性初の会長に選出されるにあたり、ロータリー

の「多様性、公正さ、インクルージョン（DEI）

に関する声明」の重要さを理解しており、女性会

員や４０歳未満の会員を増やすことを実践し、メ

ンバー構成に反映していくとのビデオメッセー

ジがありました。 

会長イニシアチブ 

多様性は、ロータリーの長年にわたる中核的価値

観の一つであり、最大の強みです。ジョーンズ会

長エレクトは、ロータリーの文化が多様性、公平

さ、インクルージョンを体現していくには、多く

のことを行う必要があると理解している。DEI タ

スクフォースからのフィードバックと指針の下、

ロータリーは EDI へのコミットメントを強化し

てロータリーに関わる全員の貢献を大切にし、公

平さを助長し、人びとをより温かく迎えるインク

ルーシブな文化を創り出すことを目指していま

す。との力強いメッセージがありました。 

インクルージョン（inclusion）とは、直訳すると

包括・包含という意味です。包括は全体をまとめ

ること、包含は包み込む・中に含むことを指して

います。 

インクルージョンの語源は、フランスの中で社会

的経済的格差を「社会的排除（ソーシャル・エク

スクルージョン）」と呼んでいたところにありま

す。教育学上で用いられていたインクルージョン

という概念は、もともとは社会構造を説明する言

葉でしたが、近年ではビジネスの世界へと解釈を

広げています。 

 ビジネスに当てはめると企業にいるすべての

従業員が持っている能力や経験が認められて仕

事に参加でき、国籍、性別、学歴などにとらわれ

ず、多様な人材を生かした就業機会が与えられて

いるという意味で用いられています。 

 

 

 

■ 今週の一言        山田壽久君 

 皆さんこんにちは。 

本日はコロナ禍の中、大変貴重なお時間を頂きあ

りがとうございます。 

私の一推しをご披露させていただきますので、宜

しくお願い致します。藤枝市は、サッカーの街で

ありますので、藤枝市の J３サッカーチーム「マ

イエフシー」を応援しており、我が社も一応スポ

ンサー企業となっております。 

 さて、今日はサッカーの紹介ではなく、バスケ

ットボールチームの紹介をさて頂きます。皆様の

テーブルに、B3「ベルテックス静岡」の冊子を置

かせて頂きました。今バスケットは、東京オリン

例会日 クラブ行事 摘要 

4/8(金) 

第 1453 回 
藤枝 RC50 周年 小杉苑 

4/15(金)  

第 1454 回 
会員卓話 小杉苑 

4/22(金) 

第 1455 回 
会員卓話 小杉苑 

5/13(金) 

第 1456 回 
地区協議会報告 理事会 



  1452 

ピックで女子チームが銀メダルを取りブームに

なっております。バスケットボールのゲームを見

に行きましたら、誰もが目の前での熱いプレーに

感動します。是非一度、観戦に行って頂きたいと

思います。４月の２・３日は、藤枝県立武道館で

のホームゲームがありますので、お時間があれば

見に行って頂ければと思います。今日の冊子の表

紙の選手は、ナンバー４１「加藤誠也」という選

手で、私の大好きな選手で１メーター９４センチ

もあり、Ｂ１にもいた経験もある素晴らしい選手

です。どうぞ、バスケットボールのベルテックス

を応援して頂ければと思います。 

 なお、最後のページに我が社のロゴがスポンサ

ー企業の中に入っております。それと、チームの

チアガールのスカートにも我が社のロゴが入っ

ております。ホームゲームでしたら、チアガール

の応援も見れますので是非、試合観戦に行って頂

きたいと思います。私の一推しでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 


