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第 1971 回 2016 年 11 月 16 日（水）例会
司

The Rotary Club of

幹 事 山﨑雅光 君
会 長 沼田時子 君

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー
安藤弘 君
四つのテスト唱和
安藤弘 君

本日のゲストおよびビジター紹介
望月 威男様 静岡中央ロータリークラブ
Huynh So Van さん 米山奨学生
会長挨拶
沼田時子 君
11 月 13 日に開催された国際交流フェティバルで
のポリオ撲滅キャンペーンにご参加ありがとうご
ざいました。その様子をご紹介します。合計
31,499 円の寄付が集まりましたのでロータリー財
団に送りたいと思います。それから１９日は歯車
塾、20 日は地区大会と行事が重なります。会長、
幹事は 19 日の地区大会に出席なので歯車塾に
は参加できませんが、なるべく多くのご参加頂き、
盛り上げていただけますようお願い申し上げま
す。地区大会の記念公演はミュージカル落語だ
そうです。10 月に清水マリナートで小朝、昇太、
小遊三を聞き、11 月 8 日は柳家喬太郎、13 日は
月亭文都と、落語を聞きに行くのは先月から 4 回
目です。神田松之丞という講談師も来ていました
が、33 歳で講談師としては一番若いそうです。講
談師は半分以上女性ですが、女性の上方落語家
は 5％しかいないそうです。落語と講談、違いは
あまりわかりませんでしたがどちらも伝統芸能と
して受け継がれているので、若い人たちが接する
機会が出来て楽しみにしています。
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幹事報告 山崎雅光 君
・米山奨学金授与式
Huynh So Van さん
「卒業式に向かって卒論作成頑張っています。」
・11 月 19 日、20 日
開催の国際ロータリ
ー第 2620 地区大
会 関係者の方、参
加宜しくお願い致し
ます。
・11 月 23 日（水）
休例会
・北島俊英君を次期幹事に推薦致しました。
委員会報告
クラブ広報委員会 野木秀明委員長
11 月 13 日（日）開催 異
文化コミュニケーション体
験フェア メンバー 16
名、米山奨学生学友会の
メンバー 2 名、参加協力
ありがとうございました。
ロータリー活動の PR とポ
リオ撲滅の募金活動を実
施。 募金活動により
31,499 円集まりましたので、寄付致します。
奉仕プロジェクト委員会 加藤博一委員長
同じく異文化コミュニケー
ション体験フェア、参加協
力ありがとうございました。
期間中 7860 名の入場者
があり、前年に比べ（4660
名）大変盛況で各ブースと
もに賑わっていました。高
校生、大学生多数のボラ
ンティアの方の参加を頂き
ました。当クラブが後援しています来年も実施予
定です。
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会員の誕生日祝い
満井 義政君
おかげさまで 68 歳になりました。末永いお付き
合いを宜しくお願い致します。
望月 正弘君
63 歳になりました。もう少し頑張ります。宜しく
お願い致します。

出席報告・スマイル
大石剛士 君
本日、会員 38 名
出席 26 名、欠席 12 名
(無届 0 名)
先々週 11 月 2 日
出席計算会員数 36 名
出席会員数 22 名
メークアップ 4 名
改正出席率 72.22％
沼田時子君
花井孝様 聖一国師について宜しくお願いしま
す。
袴田文治君
高齢者の車の事故が毎日報道されています。皆
様気をつけて運転しましょう。
加藤博一君
13 日の異文化コミュニケーション体験フェアでは
多くの皆様に御協力いただきましてありがとうご
ざいます。
山梨透君
今週末は青少年育成会、地区大会とロータリー
週末です。
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鍋田芳久君
来週の水曜日は浜石ハイキングです。
満井義政君
誕生日のお祝いありがとうございました。お陰で、
日々元気にしております。
望月正弘君
お誕生日ありがとうございました。これからも宜し
くお願いします。
冨田英児君、斯波幹和君、野木秀明君
満井さん、望月さん誕生日おめでとうございま
す。今後ともご指導の程お願いいたします。
内海克彦君
今日からロビーにクリスマスツリーを飾りました。
一年早いですね。
岡村真央君
本日早退させていただきます。聖一国師のお話を
榊一夫君
育成会にスマイル
卓話
地域活性化戦略研究所
所長 花井 孝様
「静岡市歴史資産 聖一国師について」
聖一国師の産業遺産「水磨様」の活用
１．聖一国師とは。
２．静岡市の「資源」
として聖一国師の
歴史活用。
３．「水磨様」の再現・
復元による静岡市発
の情報発信。
４．聖一国師の
「水磨様」の再現は
「静岡市存在感の
構築手段」

閉会の点鐘

沼田時子 君

