
第 2826回例会

≪司 会≫  川崎 依子君

≪合 唱≫  「それでこそロータリ
=」

≪BCM≫   みなみ らんぼう 全曲集

≪ゲス ト≫  株式会社プラス・ブレス ト

代表取締役 増田 慎一 様

≪ビジター≫ なし

よろしくお願いします。

さて今 日は建築=設計についてお話をさせて頂きた

いと思います。第二回目の建築セ ミナーです。設計者

としてどんな役割を担い、 日々どんなことを考えなが

ら設計 とい う作業をしているのかとい う事をお話 しさ

せて頂きます。

まず初めに、生意気な事を申し上げますが『建物は

所有者だけのものではない』 とい う事です。建築 とは

第一義的には、生命や財産を守るとい うシェルターと

しての役害1が あり、日常生活や、生産活動、商業活動
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など、ほとんどすべてがシェルターとしての建物の中

で実践 されています.こ ういつた人間の様々な活動を

実現 させ る建物ですが、その所有は個人であつた り

企業であった り、団体であった り、はたまた公共であ

つた りと様々です。

しか し、ll・ 築は非常に社会的な存在でもあります。

なぜなら、それ ら一つ一つが街並みや景観、風景とい

つたものの構成に大きな影響を与えます し、建物によ

っては多く所有者以外の多くの利用者がある社会的イ

ンフラとして存在をするからです。

環境に対 しても大きな影響を与える構成要素でも

あります。

設計者 としてクライアン トあるいは、スポンサーと

しての個人や企業、団体等の様々な要求、これ らには

建築の規模や備えなければならない機能、事業全体の

予算、事業期間などの具体的な要求と、社会的な要求

としての関係法令への適合、環境への適合や配慮、あ

るいはデザインについての的確な計画などがあり、そ

う言つた要求に 100パ ーセン ト堪えることは勿論、一

方、建築の持つ特性 とでもい うべき、社会性=街並み

や景観への配慮、融合をも十分に念頭に、設計とい う

行為を進めることも常に意識する必要があります。

設計を経て工事に入 ります と、監理 とい う役割を担

うことになります。これは設計図に示された内容が的

確に実行 されているかを図面や現場にて確認検証 しつ

つ、クライアン トの要求に沿つているかも確認をとり

ながら形作 り完成にいた ります。

建築が完成 してクライアン トに引き渡 しをす ると

一旦は設計者 としての我々の役割は終える訳ですが

その後も的確な維持管理を『育ての親』としての所有

者あるいは使用者に委ねつつも『生みの親』としての

見守 りと助言を、その建物が使命を終え、なくなるま

で見届けることになります。

以上が設計者の立場、役割であります。会長 とい う

立場に立たせていただき一度はお話をさせて頂きたい

と考えていたことであります。会長挨拶に替えさせて

頂きます。ありがとうございました。

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

9月 22日 武 田 弘樹 君

9月 23日 相原 雄治 君

9月 25日 古橋 岡J俊 君

9月 26日 杉山 輝光 君

9月 27日 花房 善之 君

結婚記念 日

該当者なし

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

本 国はl■lプラス・ブ

レス トの代表取締役

増 田慎一様 をお迎え

して 「子 ども食堂を

通 じて伝 えたい
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を頂 きます。増 田様
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≪来賓卓話》

「子ども食堂を通 じて伝えたいこと」

mプラス・ブレス ト 代表取締役 増田 慎― 氏

ほ しい、特別な存在にな らないこと、信 じていい大人

の存在 を子 どもに伝 えること、です。

本 国はあ りが とうございま した。

≪スマイル報告≫

川崎 依子 君   7月 24日 に女子会で JR清水駅か

ら徒歩 8分 くらいの ところにあるフ

レンチ レス トラン Bon Masudaさ んで

スペ シャルデ ィナー コース とワイ ン

を堪能 してきま した。見た 目も味 も

最高で した !本 国はそのオーナー シ

ェフである増 田慎一様 にお越 しいた

だきお話 していただ くことができま

した。感謝 してスマイル します。

肥 田 隆輔 君   このたびは静岡新聞社主催 の 「静

岡新聞広告賞 2017Jに おいて、弊社

の創業 150周年広告が思いもかけな

い審査員特別賞 を受賞す ることがで

きま した。細川 さん と村松 さんに感

謝 とお礼を込めて。

山下 勝央 君   先 日の新潟東 ロー タ リークラブ と

の懇親 ゴル フコンペ にて、ハ ンデ ィ

に恵まれて優勝 させていただきま し

た。一緒 に回つて頂 きま した長 島 さ

ん、あ りが とうございま した。

中嶋 達郎 君   9月 16日 の新潟東 ロータ リー との

ゴル フコンペ、幹事の山利 さん、御

苦労様で した。

相原 雄治 君   誕生 日のお祝いあ りが とうござい

ま した。体力な ど年齢 を感 じる時 も

増 えてきま したが、 よ リー層 自分 に

負荷 を掛 けつつ、頑張つていきたい

と思います。

古橋 岡1俊 君   誕生 日のお祝いあ りが とうござい

ます。入会 して 34年、73歳 にな りま

した。

私 は新清水駅か ら

徒歩 5分ほ どの ビル

の 2F で Bo1lMasuda

とい うフレンチレス

トランのオーナーシ

ェフを務めています。

現在 40歳で 6歳の

娘の父でもあります。

出身は神奈川県箱根

町で、2015年 1月 か らこれまでの経験を生か して飲食

店向けのセ ミナー事業をスター トし 2016年 9月 1日

には 「株式会社プラス・ブ レス トJ設立 しま した。

本 国は 「子 ども食堂を通 じて伝 えたいことJと い うテ

ーマでお話 しいた します。
「子 ども食堂」 とは 2016年 5月 か ら月 1回開催 し

ている取 り組みで、静岡市在住の小学生を対象に農作

物の生産者の方などをグス トスピーカー としてお招 き

し、食材への想いな どを子 どもたちに語つていただき

なが ら、みんなで一緒にフランス料理 を食べ る、 とい

うものです。

子 ども食堂を始めたきっかけはある TV番組で、その

とき 「日本の子 どもたちの 6人に 1人 が貧困状態Jと
い う事実 と 「子 ども食堂」の存在 を知 りま した。 自分

の知 らない現実を知 り衝撃を受 けるとともに、料理人

である自分にも何かできることはないか と考え、 自分

でも 「子 ども食堂Jを始めることに しま した。

当初のコンセブ トは 「シングルマザー (フ ァザー)の

子 どもたちJに 「無料でフランス料理を提供す る会 J

とい うもので、「貧困の子 どもたちに特に来てもらいた

い」 と考えていま した。

初回は知 り合いの ツテで多 くの参加者 が集 ま りま

したが、 2回 目は子 どもが集ま りませんで した。その

理 由は 「貧困の子 どもたち」 とい うワー ドに抵抗感が

あること、参加者 に 「貧困の子 ども」 との レッテルを

貼つて しま うこと、深亥lな 状況にある子 どもたちは参

加す ること自体が厳 しい、 とい う現実などがあ ります

が、当初はそのことに気が付 けませんで した。周囲か

らそ ういったご意見を頂いたことで考え直 し、コンセ

プ トを「食卓をみんなで囲む楽 しさを伝 えたい」「“食 "

を通 じてコミュニケーシ ョンJ「 幅広 く食育に興味のあ

る小学生を対象」 とす ることに しま した。

一般的な 「子 ども食堂」の課題 は、ボランティア精

神 が独 り歩 きであ り、方 向性 が固まっていない こと
「三方 よしJに なつていないことなどが挙げ られます。

私は 「子 ども食堂Jに よって、食 を通 して社会貢献

す る想いを実現す る喜びや、ボランティアスタッフの

助力や寄付金などの支援 といった、周囲の方々のご協

力を頂 くことができま した。

参加 して くれ る子 どもたちにも変化がみ られ、最初

は自己紹介 も躊暗 していた子が率先 して手を挙げるよ

うになった り、 自分の家のよ うにくつろぐようになっ

た り、お掃除を手伝 って くれ るようにな りま した。

私の今後の願いは、子 ども食堂の輪が静岡に広がって

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
55(53)

55 (52)

55(53) 7 7 86 79%

55(54) 3 11 79 62%

(会報作成 島 武志 )


