
第 2832回例会

≪司 会≫  川崎 依子

≪合 唱≫  「君が代」、

≪BGM≫   Ave Maria

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

11月 2日 臼井 満 君

君

「奉仕の理想」

≪高田会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

11月 3日 松本 安之 君

11月 7日 杉山 明喜雄君

高 田 雅 司 会長

皆さん、こんにちは。

先週の例会は業務での出張で

お休 み させ て頂 きま した c

水 。木が北海道札幌、金・土

が京都へのいずれ も一泊での

出張で した。二回の出張にお

いて皆 さんにも知っておいて

頂いてもいいかなとい う情報

があり、その報告をさせて頂きます。

すッホ
・口は建築審査会の全国会長会議が 26日 に開催 され静

岡市建築審査会会長 として出席 しました。

建築審査会ですが、建物を建てようとするときに『建築確

認』を提出し計画が建築基準法、都市計画法など関連する法

律に照らし、適法であるかを審査する行政機関が一定の規模

の市にございます。それを「特定行政庁」といいます。県内

では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市

そして静岡県になります。建築を行お うとする行為について

は、基本的には法律や条例で細部まで規定されているのです

が、一部を特定行政庁にその判断をゆだねている部分があり

ます。それを判断・決定するのが特定行政庁の長、すなわち

市長、知事ですが、専門家や有識者の意見を取 り入れ判断す

る材料を提供する機関が建築審査会 となります。一年に一度

全国の審査会会長が集まり、その時々の情報を交換する会議

で、主には国土交通省の建築指導課長が法や制度の改正等に

ついての状況報告がなされます。丸一 日はまじめな会議です。

サッホ
'口 は天気 も良く暖かな二 日間でコートもいらない陽気で

したが、北海道大学の植物園内や街路樹のモミデなどは色づき

イチョウは一部は散 り始めてもいました。

翌 日からの京都は静岡商工会議所の建設部会の研修旅行

でした。一 日目は東福寺 ;摂政九條道家が、静岡市葵区栃沢

平成 29年  11月 2日 天候 晴れ

出身の聖一国師を開山として建立 した東福寺派の本山で、こ

こ数年、静岡市、静岡商工会議所を中心に聖一国師の縁で交

流を深めてお り、その縁で特別な計 らいで、一般には開放 し

ていないところまで見せて頂きま したc聖一国師は茶祖 とし

て有名ですが、うどんやそばを日本に伝えた人 としても有名

です。そして京都迎賓館。日建設計に依るまだ新 しい建物で

すが、内部は当時調達できたであろう最高の材 (木材など)を

もつて、日本古来の伝統技術を駆使 した最高技術で作 り上げ

た素晴らしい内装ですこ二 日日は知恩院 と、琵琶湖疎水を中

心とした産業文化遺産と南禅寺を視察いたしました。

訪れた寺院は京都東山にあり、いずれ も紅葉の名所でした

が、紅葉はまだまだであと二週間後位が見どころになるだろ

うと思います。札幌すすきのでのニューハーフショーや京都茶屋での

芸妓、舞妓さんの話は、映像も含め個人的にご報告したいと

思います。

≪「ロータリーの友」紹介≫ 安本 守男 君

広報雑誌クれ―フ
・
の安本ですこ

鈴木 さん と二人で担 当 してい

ます。本 日は 「ロータリーの友Jの

記事紹介 と若千のお話 を させ

て頂 きます。

最近はノーヘ
゛
ル文学賞で

'ス

ン・

イシク
゛
口の本 が注 目され てい る

のでそちらの方が良いか {)し れませんがロータリーの友も是非読

みましょう。私ごとですが年を重ねてくると同級生と話をし

ても話題は薬 と病気 と年金の話ばかりですが、今 日はロータリー

の友 7月 号の 「減塩 と健康寿命」の記事をご紹介 します。

もちろん健康に長生きしたい方にお勧めです。記事をしつ

か り読んで実践すれば、ずつとロータリーに長 く在籍できること

間違いありません。ではどんな記事か、全部紹介すると皆さ

ん読まなくなりますから、項 目だけ、最初の導入部分では「生

まれたての地球の海水と私たちの血液の塩分濃度は同じ」と

いうクダリから始ま ります。

「地球が誕生したのは 46憶年前、その時、海水も既にあ

りそこから生命が誕生 しました。私たちの細胞は海水に浮い

ているようなものと感 じて下さい。現在の海水の塩分濃度は

35%、 ところが地球が生まれた頃の海水の塩分濃度 は

09%で した。 1リ ットルの水に 9グ ラムの塩が溶けている感 じの

濃度です。そして私たちの血液の塩分濃度も今でも09%な
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のです。私たちは体の中で塩分を作ることはできません。薄

くなり過ぎると生命は維持できません。では塩分 と健康につ

いて」・・・と続いていきますc「 足がむくむ、血圧が,心 配

お酒の量はどれほどが適当かJと どんどん興味津々になって

いきます。そして最後に減塩を通 してみんなが健康でi畳 ごし

ていこう、地域社会を良くしていこう、お互いがお互いを大

切にしていこう、これこそが街づくりそのものにつながって

いくと信 じています。 とい うくくりで絞めています。

2つ 日の紹介は、ロータリーアットワク、 7月 号 66へ
・―シ

゛
に私たち

静岡東クラブの活動が写真で掲載 されています。

最後に、ちょつとした付け足 しのようなお話です。

第一例会、月初めに国歌を歌 うのはなぜか ?と 思つて調べて

みました。戦争中から続 くロータリーの活動ですが当時アメリカのスハ・

イじゃないかと疑われ、国家への忠誠から始まって習慣化し

たとありました。ちなみに国旗国歌に関する法律 とい う、わ

づか 2条の法律がありまして、国旗は日章旗 とする。国歌は

君が代 とする、と規定してあります。君が代は天皇の治世を

祝 う歌です。古今和歌集が元になっています。

次に例会が点鐘で始まり、点鐘で終わるのはなぜか3日 本

独 自らしいのですが、昔から日本人は鐘で行動する、小学校

の時か らそ うですが静岡の町でも夕方 5時 に鐘を鳴 らした

り、お寺さんも鐘をつきます。東京クラブが最初に使い、そ

れに右習えしたとありました。

≪クラブフオーラム≫ 神野 一成 君

この度の会員増強委員会の

アンケートにお答 え頂き誠にあ り

がとうございました。このアンケ

ートを参考に皆 さんと共により

良いクラフ
ヾ
作 りを目指そ うでは

あ りませんかcロ タリーは現在

200カ 国以上 33,000以 上のクラ

フ
゛
数があります。しかし国、地域、クラフ

゛
によりその運営方法

は多種多様に分かれてお ります。しかし基本理念は共通 して

お り綱領に定められている ①奉仕の機会 として知 り合いを

広めること。 ② 自己の事業と専門職務の道徳的水準を高め

ることっ ③個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の

理想を適用すること。 0国 際間の理解と親善と平和を推進

すること。この 4つの目標に向かつて各クラフ
゛
は活動をしてお

りますが、すべてを全 うすることは困難であり、どこに重点

を置くかが大事な点であると思います。

皆さんのアオートの中で東静岡ロータリークラデを誇 りに感 じてい

られる方が 2/3お 見えになりますが、ご家族が会員である

ことを誇 りに感 じてお られる方が半分以下であることに驚

きを覚えました。クラデの会員が誇 りに思え、ご家族の方のご

協力があり初めてよいクラフ
゛
といえると思います。入会 して良

かったなと思われるクラフ
゛
で、会員の皆さんが是非このクラフ

゛

に友人知人を誘いたくなるようなクラフ
゛
を目標 としていけば

自然 と会員数も増えるものと確信をしております c

良いクラフ
゛
とはなにかを常に考えスヒ―゚ド感を持って変化に対

応 し、他クラフ
゛
にはないクラフ

゛
として魅力形成をし、クラフ

ヾ
生活を

満喫 し、このクラフ
゛
に所属 したことが誇 りに思え、ご家族の

方々にも誇 りを持ってもら得るようなクラフ
゛
であれば、自然 と

会員も増えていくものと確信をしてお ります。

最後に皆様よりのアンケートにありますように当クラデに不足 し

てお ります、不動産べンチャー・医師・薬剤師・家具販売・総合

商社・銀行・農林水産業・金融 IT関係・司法書士 。インターネ

ット関係・電力会社・通信事業・教育・宗教等を中心に会員増

強の目標 としていきたいと思いますのでご協力をお願いい

たします。

(ア ンケート抜粋 )

≪スマイル報告 ≫

長谷川 泰 君   今 日から秋晴れのもと、ハ
・
ルシェ屋上でも大

道芸ワールト
゛
カソフ

・
が始まり盛況です。是非、お

越 しください。

松本 安之 君

臼井 満 君

結婚記念 日が明日ですので、スマイルします。

子供達を立派に育ててくれた妻に感謝 して

スマイルしま→。

誕生 日のお祝い有難 うございました。静

岡で迎える初めての誕生 日c直近 3年間は

ずべて違 う土地で誕生 日を迎えてお りま

す。来年も静岡で誕生 日を迎えたいな、そ

んな願いを込めてスマイルします。

長田 きみの君  臼井会員が「今で しょうJの 林先生に見え

て仕方ないので、スマイルします。

先週、左 目の黄斑上膜の除去手術で体ま

せて頂きました。 7月 の右 目の時は、網膜

剥離が発見されて、 2週間の完全 うつ伏せ

の刑に処せ られましたが、今回は禁酒 1週

間で済みました。ラッキーだったことに喜びスマ

イルです。皆様も日はお大事にっ

<会報作成 :臼 井 満 >
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