
第 2837回例会

≪司 会≫  村松 重治 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪BGM≫   PIANO FANTASY倉 本裕基

≪ゲス ト≫ 2017-2018年 度 2620地区公共イメーシ
゛

向上委員会委員長 野木秀明 様

平成 29年  12月 14日  天候 晴れ

築を決めたのです。1986年から 1987年の 16ヶ 月間を掛け

葵区西草深での詳細な解体調査と、現在地への移築復元工事

の設計監理業務を担当致 しましたc

さてロバ―卜・エン′ヽ―゙ソンに話を戻 しますが、1907年までと短

い東洋宣教活動期間であったのですが、この間に多くの功績

をこの静岡に残 していきました。

一つは宣教師としての教義や教養についての指導。宣教師

館構内には寄宿舎まで設けました。又、英語教師として静中

静商、県市の官吏、軍人など、多くの市民に夜間教室で英語

教育を行いました。そして、出征軍人遺族の幼児育児所を設

けました。これは現在の静岡ホームの前身にあたるもので幼児

児童福社の先駆けとなるものでした。そして、県内において

も唯一の貴重な西洋風宣教師館の建設です。エンハ―゙ノンの指導

のもと、地元静岡の大工さんが地元の材料を用い洋館を創っ

たものと考えられます。大変貴重な文化資産です。2009年

には市指定有形文化財に指定されています。

7年間と短い静岡での宣教活動でしたが、帰国したのも体

調の不良によるものでした。その後 1908年に宣教師団代表

として再来 日、来静 したのですが翌 1909年に肝臓がんで聖

路加病院に入院し 1910年 帰国するも同年 2月 18日 44歳 の

若 さで天に召されました。

い
°―卜・エンハ―゙ソン邸は動物園駐車場のす ぐ下に、NPO法人静

岡ヘリテーシ
゛
ングの管理のもと、土 日祝 日に一般に開放されてい

ますc動物園を訪れる機会がございましたら是非一度はご覧

になって頂けたらと思います。終わります。

≪クラブフォー ラム (公共イメーシ
゛
向上)≫

20172018年度 2620地 区公共イメーシ
゛
向上委員会委員長

野木秀明 様

′―ン報告とホ
゜
リオの現状について』

皆様、こんにちは。本 日は歴史ある

クラフ
゛
にお招きいただきましてあ りが

とうございます。

当地区では 喉 滅まで『 あと少 し』

@世界ホ
・
リオテ―゙」とい うキャッチを作つて

キャンヘ
・―ンを実施 してお ります。皆様も

ご存知のように本年度の松村力
゛
ハリー

から地区の重点 目標 として 3つ掲げ

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

12月 18日  由利 浩志 君

12月 21日  川崎 依子 君

1月 4日  望月 康弘 君

1月 4日  杉山雄吉郎 君

1月 7日  新井 健一 君

結婚記念 日

12月 15日 新間 桂子 君

12月 21日 高田 雅司 君

1月 5日 杉山 雄吉郎 君

皆さん、こんにちは。

来賓卓話 として地区公共イメーシ
゛
向

上委員会の野木秀明委員長をお迎

えして『世界ホ
・
リオテ―゙キャンヘ

・―ン報告と

ホ
・
リオの現状について』と題 しお話を

頂きますc野木様 どうぞ宜 しくお願

いしますc

今 日は、ロハ―゙卜・エンバ―ソンについてお話 しさせて頂きます。

ロハ―゙卜・ニンハ―゙ルを皆さんご存知ですか。地元静岡の人にとつ

てもなじみの薄い、知る方も少ない人物なのではと思います。

カナダの牧師様で 1867年 生まれ 1901年 (明 治 34年)34歳の

時にカナタ
゛
メソシント教会から宣教師として静岡に赴任 しました。

今年で生誕 150周 年 となり、先 日記念イヘヾントが行われまし

た。私もケ
゛
ストとして招かれお話をさせて頂きました。なんで

私が、とお思いでしょう。実は会場となったエンハ―゙ソン邸、1904

年 (明 治 37年)に建築 されたこの宣教師の住宅を現在の日本

平動物園内に移築する解体調査・復元設計業務に関わつた縁

で、工事についてのお話をさせて頂いたのです。静岡市内に

は、戦災や静岡大火などで焼失 してしまい文化資産 としての

古い建物がほとんど残っておらず、当時、英和女学院から寄

贈を受けた静岡市では残すべき文化的な資産 として調査・移
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られ、その中の 1つ に 「公共イメーシ
゛
の向上とエンドホ

゜
リオ支援 J

があり、この活動が始まつてお ります。

広報 IT推進委員会から公共イメーシ
゛
向上委員会に変わつた

ところを少 しお話すると、国際ロータリーの戦略計画のひとつに

「公共イメーシ
゛
と認知度の向上Jと い うものがあり「戦略的に

ロータリーのイメーシ
゛
を向上させていこう」とい う項 目から出てきま

した。

なぜ今ロータリーの認知度をあげていこうという話が出てきた

かとい うと、ロータリーは 「超我の奉仕」を黙々と実行 してきて

110年経ちますが、残念ながら一般の人への認知度はわずか

20%足 らずですc正直申しまして私 自身はもつと低いかもし

れないと思つています。そ ういった中、公共イメーシ
゛
の向上と

一般の人に認知度の低いロータリーを有名フ
゛
ランドに育てていこう

とい う「フ
゛
ランテ

゛
ィングJの発想がしきりに言われてお ります。

そのためにはロータリーそのものの活動をしつか り行いながら

認知、信頼、好意を持ってもらうことが重要です。人々に協

力いただくためには好意を持っていただくことは必要であ

り、我々ロータリアンー人ひとりが誰からも尊敬 と信頼 される社会

人・職業人として存在することが大切であると考えてお りま

す。

次に公共イメーシ
゛
向上委員会が戦略 目標に対 してどういつた

取 り組みをしていくか、という話をさせていただきます。公

共イメーシ
゛
向上の究極的な目的は、ロータリーの公共イメーシ

゛
とその活

動に対する人々の認識を高めるとい う、ロータリー戦略計画の目

標を支えることです。公共イメーシ
゛
の向上は、会員増強、ハ・―ト

ナーシッフ
・
の拡大、寄付推進、奉仕活動への参加向上につながる

大切な取 り組みです。日標には「研修 とツールの提供J「 情報の

提供」「ウェフ
゛
サイト等を担当する役割を詳 しい人に任せるよう奨

励」「アイテ
゛
アの交換」が含まれます。

こういつた中、ロータリーが他団体 との違いを強調できる取 り

組みである「END POL10 NOWJに一貫 して取 り組んできました。

当地区においては本年 9月 1日 から 10月 24日 の世界ホ
・
リ

オテ―゙に向けたキャンヘ
・―ンが実施 されました。松村がハ

゛
ナーから掲

げられた「ロータリー公共イメーシ
゛
向上とEND POL10へ の支援」を受け

地区内の各クラフ
゛
における奉仕活動活性への支援を行 うこと

を目的に世界ホ
・
リオデーに向けた活動を積極的に推進 し、キャンヘ

・

―ンを企画 しました。

これにより地区内79ク ラブ全てから70件以上の活動予定

をいただき、活動実績も多数報告いただいてお りますc国際

ロータリーから発表 された世界各クラフ
゛
からの報告実績を国別に分

けると日本が 122件 でトッフ
・
であるそ うです。この結果を見る

と、当地区は、世界のロータリークラフ
゛
をけん引する立場であつた

と言つても過言ではありません。

これは、当地区のロータリン個々の意思により支えられたもの

であり、とりわけホ
・
リオ撲滅活動への強い思いの結集であった

と感 じてお ります。この場をおか りして御礼申し上げますc

このイベントでの募金総額は 400万 円以上、延べ 30以上の新聞

テレビでも取 り上げられました。去年より多少ではあります

が、ロータリーを知っていただいたものと思ってお ります。

最後にホ
・
リオの現状を少 しお話 します。

10月 24日 の世界ホ
・
リオテ―゙の特別イベントの際に、今年の野生ホ

・

リオウィルスの症例数は 12件であり、2016年 と比べて 70%減少 し

歴史上で最も少ない数字である、と発表されました。

あと少 し、となったホ
゜
リオ撲滅ですが、完遂までに 15億 ド

ル必要と言われています。この理由は、ホ
・
リオウィルスに感染した

患者のうち、実際に身体まひの症状がでるのは 200人に 1人

です。つまり、まひの症状があつた患者が 1人 いれば、数百

人がウィルスに感染 しているが、症状が出ていないことにな

ります。ホ
・
リオウィルスは排泄物を介 して最も簡単に検出され、最

も簡単に感染しやすいのです。ホ
・
リオの最後の症状が確認 され

るのが今年であつたとしても、完全に撲滅するまで、少なく

とも 3年間は全世界の子供たちに接種 し続けなければなら

ないという膨大な仕事が残つてお り、多額の資金も必要 とな

るのです。

今後もホ
゜
リオ撲滅活動への協力 と支援をどうぞよろしくお

願いします。以上で終わります。ありがとうございます。

≪スマイル報告 ≫

宮崎 貴久 君

由禾」浩志 君

由利 浩志 君

川崎 依子 君

新井 健一 君

高田 雅司 君

脇永 勉  君

武 田 弘樹 君

佐野 哲一 君

本 日は 2620地 区の公共イメージ向上委

員会委員長の野木 さんに卓話 を して頂

き、ありがとうございました。

一番上の孫が県立大学看護学部、入試

に合格。 3人に 1人 とい う狭き門を突破

は大変 うれ しいのですが、建築を選ばな

かったさび しさもあ ります。残る 2人 に

期待。

誕生 日のお祝いあ りが とうございま

す。74才にな りました。 自分で決めた社

長定年まで 1年 とな り、 しつか り準備 し

て渡そ うと考えてお ります。

お誕生 日のお祝いあ りがとうございま

した。本 日はお休み して申し訳ありませ

ん。ク リスマスが近づくと一つ歳を重ね

るので楽 しい気分 と残念な感 じが入 り混

じります。また一年歳を忘れて元気に楽

しく生きて行きたいと思います。

お誕生 日のお祝い、あ りがとうござい

ます。スマイルいたします。49才、40代

も最後、ますます頑張 ります。

結婚記念 日のお祝いありがとう御座居

ます。43年になります。ロータリーに入

会 し、お花が届 く様になりましたが今年

は何か別 なものも渡そ うと思つていま

す。

結婚記念 日のお花あ りがとうございま

した。単身生活 5年 目ですが、久々に家

に帰 り、記念 日をかみ しめさせていただ

きました。

結婚記念 日の素敵なお花ありがとうご

ざいました。18年になります。先週お祝

いの食事に行 く予定で したが、娘がイン

フルエンザになり延期 しました。今週末

に行つてきます。

前回、皆様の拍手を愚息に頂いて申し

訳なき次第です。人生何が起こるか、い

たず らも程々に願いたきもの えれ―こ

っちゃ でしたがスマイルを。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/14 55(52)

55(52) 11

11/30 54(52) 8 4 92 31%

<会報作成 :臼井 満>


