
第 2852回例会

≪司 会≫  村松 重治 君

_ ≪合 唱≫ 「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

≪ BGM≫      「My favorite songs I」

YUHKI KURAMOT0

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

結婚記念 日

29日 島 武志  君

5日 中嶋 達郎 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

先週 は南部 特別

支援 学校 での植 樹

活動 に多 くの会員

の参加 を頂き、子供

達 との協働 しての

楽 しいひ と時 を過

ご して まい りま し

た。

参加 頂 きま した

皆様ありがとうございました。様々な障害を持つ子

供たちですが、日常とは違った屋外での植樹体験で

もともととても感受性の強い子供が多いこと、そし

て普段とは違った高揚 した気分や、楽 しさが感 じら

れる、との先生のお話 しでした。継続 し拡げてゆき

たい活動です。

そんな折、22日 にイアン・ライズリー国際ロータ

リー会長よリメールが届いてお りました。年度当初に

植樹することを呼び掛けたそ うです。それは二つの意

味があり、一つは地球の環境の改善に大きく寄与する

こと。そしてもう一つはロータリアンの一人一人の環

平成 29年 4月 26日  天候 曇 り

境問題に対する意識が高まる事と述べておられ、健康

な地球環境を取 り戻すこととその為の活動の重要性

を説いておられました。

さて皆様は静岡県の「森の力再生事業Jは ご存知で

しょうか。これは管理されず荒廃 した森林を、県を挙

げて計画的に整備 してゆこうと、平成 18年から始ま
った事業です。県民税として一人当たり400円 、そし

て企業からもその資本額により1,000円 から40,000

円、合わせて年間約 9億円を財源 として森林整備を行
ってお ります。平成 27年度までの 10年間私もこの事

業の評価委員をしてお り関わつてお りました。この間
の 10年間で 12,374haの 荒廃林を約 95億円投資し整

備をしてお り、その後さらに 5年間の延長が決まり現

在も継続整備中であります。間伐などされない放置さ

れた山林や、台風などにより倒壊 し荒れた山を、この

財源で間伐をし、整備 し、下層植生があり、保水力の

高い健全な森林を取 り戻す作業を行つています。延長

後の 10年で約 97億円の投資によりさらに 11,200ha

の整備を目指 しています。 しかし、20年間、約 192

億円をかけても県内民有林総面積の 6%に しかなりま

せんが.… …… .。

そしてもう一点。評価委員会の場でも何度か発言 し

たことですが、木材の活用が進む産業サイクル として

の仕組みづくりができないか、とい う事です。木材は

建築や家具や様々に活用でき、しかも自国で調達、ま

かなえる唯一の資源 といっても過言ではありません。
建築に携わる私としても、石油製品、化学製品より

も、石や土や鉄、ガラスなどと並ぶ活用 したい、重要

な建築材料としての自然素材の一つです。でも、その

有効な資源を目の前にしながら、利用を促す制度整備
の遅れや しばり、そして産業の一連のサイクル として

上手く廻らず、コス ト面で手軽には活用できないこと

が残念であります。どなたか木材
‐
の活用を進めるよう

な事業に参入 し低コス トの国産木材を提供 して頂け

ないでしょうか !

南部特別支援学校での植栽活動、イアン・ライズリ

ー会長からのメッセージと地球環境に関心を持たず
にはいられないここ 1週 間でした。終わります。

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

4月 28日 金井 徳幸 君

5月 4日 鳥屋原 昇 君

4月

5月

≪会長挨拶要旨≫
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≪クラブフォーラム》

クラブ奉仕グループ 伊藤 洋一郎 君

今 日は「クラブフォ

ーラムJと は何か、に

ついて考えてみたい。

静 岡 東 ロー タ リ

ー・クラブ定款では
「第 6条  五大奉仕

音5門 Jと して「1.奉
仕の第一部門である

クラブ奉仕は、本クラ

ブの機能を充実させるために、クラブ内での会員が

取るべき行動に関わるものである」と定めている。

では具体的にはどんな内容なのか。「ロータリー

情報」には、クラブ奉仕を 「所属ロータリー・クラ

ブを円滑に機能 させるために行な う次のような奉

仕活動をい うJと して、

イ. クラブ例会に出席すること
ロ  クラブの親睦に加わること
ハ. クラブのプログラムに出席すること
二. 委員になること

ホ  理事を務めること
へ.会 費を払 うこと

卜. IM、 地区協議会、地区大会登に出席する

こと

と定義している。

さらに「ロータリー情報Jでは、クラブ 。フォー

ラム (ク ラブ検討会)を 「役員、理事、各委員長だ

けでなく、全会員を対象 として適宜リーダーを選び

五大奉仕部門の中から問題点を抽出し、より良い奉

仕活動の実践を目指 して、話 し合いをしたり討議を

したりする公式会合ですが、決定や結論を必要とし

ません」としている。

では今 日は 「議題の例Jを別紙に用意 したので
「クラブ例会の形式についての希望 (頻度・夜間例

会 )」
「クラブ例会の在 り方 と退会者 との関係J「 ク

ラブ例会の魅力とは何か ?J「その他、希望や感想 J

など自由に各テーブルに討論 してみてほしい。

～テーブル討論～

それぞれのテーブルで、時間を忘れるほど話が夢

中になり盛 り上がったようですが、今 日の内容・意

見・要望は一旦とりまとめてさせていただき、改め

て別の機会にご報告させていただきますc今 日は積

極的な討議、ありがとうございました。

≪スマイル報告≫

杉田 至弘 君  14日 甲府市で開催 された次年度

地区研修に静岡日本平RC、 静岡中

央RCの皆 さんと共に同 じバスで

参加 し、内容の濃い一 日を過ごして

まい りました。

ご多用の中、参加 して頂いた職業

奉仕の松本安之会員、社会奉仕の

遠藤正和会員、ロータリー財団の望

月康弘会員、青少年奉仕の佐橋徹会

員、米山記念奨学金の近江陽子会

員、そして事務局の吉村泉美さんに

感謝 してスマイル します。

内容についておつて川 口尚宜幹

事から報告いたします。

遠藤 正和 君  先週の南部特別支援学校 との交

流事業では多 くのご参加あ りがと

うございました。また、軍手の用意

を失念 したことをお詫び致 します。

こんな私でしたが、会からはあり

がたくも結婚記念 日のお花を頂き

ました。41回 にもなりました。

二つのあ りがとうございました

と、一つのすみませんでしたでスマ

イルです。

金井 徳幸 君  誕生 日のお祝い有難 うございま

した。今年で 55歳、仕事も人生も

ゴーゴーの精神で益々頑張 りたい

と思います。どうぞこれからもお付

き合い下さい。

小林 創 君  本 日、ゴールデン横丁西側にライ

ブハウス「ロキシーシズオカ」がオ

ープンします。静岡中心街にはない

キャパ とスペ ックの新 しい音楽施

設です.ぜひ一度遊びに来てくださ

い c

中山烏達郎 君   結婚生活長 く、空気の様な状態で

すcこ れか らも一緒に暮 らしてい く

と思います。

伊藤洋一郎君   本 国のクラブフォー ラムヘの積

極的な参加 、あ りが とうございま

す。

鈴木 洋一 君   lヶ 月遅れ の誕生 日プ レゼ ン ト

有難 うございま した。おわびにスマ

イル します。

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
50(48)

48(46)

48(45) 7 4 3 93 33%

(会報作成 新井 健― )


