第 2987 回例会

令和 3 年 6 月 10 日（木）

補助金や税制優遇制度を続けています。

≪司会≫ 近江陽子君 ≪合唱≫我等の生業

空家が増えることで治安の悪化、不動産相場の下落、また放

≪ソングリーダー≫

置空家の対策のために財政支出増などの問題が顕著になって

高田雅司 君

≪ゲスト≫ なし ≪ビジター≫ なし

きています。

≪会長挨拶要旨≫ 相原雄治会長

個人法人で不動産のお持ちの方は多いと思いますが、今一

本日のテーマ：静岡市の空家

度、個人財産とともに社会資本としての不動産の在り方を考

先日、不動産業界の指導育成と健

えてみてはいかがでしょうか。

全な発展に寄与したということ
で、川勝静岡県知事より褒状をい

≪本日のプログラム≫役員・リーダー期末報告

ただきました。

■奉仕プロジェクト委員会 委員長：鍋田知佐人君

私が信託銀行入社とともに相続・

【職業奉仕 G】リーダー：長谷川泰君

不動産業務をスタートさせ、不動

（上半期業績）職場訪問の実施（長谷川リーダー、大脇委

産業務歴も今年でちょうど３０年

員）１０月２２日（木）１０時～１２時大脇委員の紹介で、

となりました。静岡で起業してからの２０年の中で、国土交

三島市の「ＪＲ東海総合研修センター」職場見学を実施し

通省の指定講師として宅建合格者への実務講習、静岡県主催

た。静岡駅南口から大型バスにて会員２２名が参加。同セン

の空家対策相談員、静岡市空家対策審議員、全日本不動産協

ターの安全を使命とする職業奉仕イズムを学んだ。昼には市

会静岡県本部常務理事など不動産実物かたわら時間を割いて

内の「鰻の桜家」で親睦を深め、午後は日本ロータリーの父

きたことへの感謝状という意味のようです。

と仰がれている米山梅吉氏の記念館を見学し、新旧の職業奉

不動産とは個人の所有物であるとともに重要な社会資本と

仕を知ることが出来た。

考えています。日々、売買や有効活用、不動産投資の提案を

（下半期業績）クラブフォーラム開催（長谷川リーダー）

するうえでも社会資本として有効に不動産が活用されるか否

２月４日（木）クラブフォーラム「リーダーの職業体験」を

かを考えることが私の提案の柱と考えています。

開催した。リーダーの様々な職業体験による職業奉仕の考え

その中で今日は静岡市の空家について話をします。

方を紹介し、奉仕プロジェクト委員長や各リーダーにも意見

静岡市の人口は現在６９万人で２０４５年には５６万人にな

をいただいた。職業人にとって実践的な職業奉仕とは、とい

るという予測があります。また、全人口に対する 65 歳以上

う意味で一助になったと思う。

の比率は、現在約３０％で２０４５年には約４０％になるよ

【社会奉仕 G】リーダー：加藤力弥君

うです。

奉仕活動報告１：浅畑川清掃活動。3/27（土）に会員 21

静岡市の空家は、平成 15 年からの 10 年間で約 1.6 倍増加

名、ご家族、協働団体合わせて 63 名の皆様にご参加頂き、2

し、約４３０００戸、直近では 5 万戸を超える空家が存在し

年ぶりに浅畑川両岸の清掃活動を実施。お陰様で川も心もき

ます。

れいになりました。奉仕活動報告 2：南部特別支援学校の学

国土交通省では空家対策の中古流通活性化などの方策を出し

童と交流活動。4/15（木）例会終了後、新型コロナウィルス

ていますが、経済産業省では景気対策のために新築住宅への

感染症拡大防止の観点から、相原会長、長島幹事、加藤会員

の 3 名で静岡東ロータリークラブを代表して南部特別支援学

参りました。

校を訪問。きゅうり、なす、とまと、マリーゴールドなどの

・今年度は異動による会員の交代がありました。新規会員と

野菜や花の苗を寄贈し、晴天の中、15 名の子供たちが一生

して次回入会予定の藤田会員については、既に記載のある料

懸命、苗を植え付ける所を見守って来ました。学校や子供た

理店として登録をお願いしました。今期末で公開職業分類の

ちが毎年恒例の交流学習として期待している活動なので、新

106 の内、充填職業分類は 41 となりましたことをご報告致

型コロナウィルスが収束し、いつも通りの交流活動が可能に

します。

なった際には、沢山の皆さんのご参加をお願い致します。

■クラブ広報委員会 委員長：宮崎貴久君

【国際奉仕 G】リーダー：山川雅久君

・本年はコロナの影響もあり、対外的な活動に制限があった

・期初方針「ロータリーを通じて、国際理解を深め、世界平

ことから特徴ある広報活動には至りませんでした。その中で

和に貢献する」に見合う活動には至らない部分もあったかと

も街頭募金や Facebook の立ち上げなどには漕ぎつけまし

思いますが、国際奉仕月間の 2 月 18 日の例会において、中

た。来年はそのバトンを私が受け取りましたので更に活動を

国出身の弊社丸紅経済研究所・李雪連氏に国際的テーマ「日

拡充してまいります。

中関係」について講話をして頂きました。新型コロナの影響

【クラブ広報・雑誌 G】リーダー：中嶋達郎君

で、残念ながらオンライン講話となりましたが、興味深い内

・広報活動は、当 RC の活動を地域社会の皆様に知って頂く

容であったと感じます。充分な活動が叶わなかった事の反省

ために、以下の 3 部門に亘り活動することとする。

も含めての報告と致します。1 年間有難う御座いました。

① 当クラブ内でのロータリーの友を購読し、その意義を知

【青少年奉仕 G】リーダー：酒井博康君

る事→雑誌フォーラムについては、2/25 に講師を招いて

・青少年奉仕グループでは、2021 年 5 月 13 日に株式会社鈴

広報活動として、最近の異常な株価の値上がりについて

生の鈴木貴博（すずきよしひろ）社長をお招きし、
「野菜を

の勉強会としました。

育てることで人も育つ～農福連携による人材育成～」という

② 浅畑川の清掃美化活動を継続して行う事→当活動につい

テーマで卓話をいただきました。卓話では、
「野菜は育てる

ては、3/26 に 63 名を以て美化活動を実施し、当日のＳ

のではなく、育つのを手助けする」というお話が非常に印象

ＢＳテレビにその活動内容が放映され、翌日の静岡新聞

に残りました。また、会員の皆様とも、障害者雇用の問題や

朝刊に記事が掲載されました。

メンタルヘルス不調者への対応等についてディスカッション

③ 南部特別支援学校での子供と一緒に植栽活動を行う事→

できて、とても良い機会となったのではないかと思います。

当活動については、コロナの影響があり学校からの要請

■会員増強委員会 委員長：山下勝央君

で、多くの会員にての参加活動を中止せざるを得なくな

【会員増強 G】リーダー：山下勝央君

り、4/15 に会長・幹事・社会奉仕リーダーの訪問に切り

・一年間大変お世話になりました。来る 6/17 に新会員 2 名

替えました。翌日、その活動状況が静岡新聞に掲載され

を迎えることが出来ました。あいおいニッセイ同和損害保険

ました。※コロナウィルスの関係上、全ての活動が制限

（株）静岡支店長 生田陽一さん、
（株）なすび専務取締役

され、その中でもできる範囲内の活動をしましたが、

藤田尚徳さんの 2 名です。引き続き、会員候補者の情報提供

100％の活動が出来なく残念でありました。榛葉会員の

をよろしくお願い致します。

ご協力で大変助かりました。ありがとうございました。

【会員選考 G】リーダー：伊藤洋一郎君

【クラブ会報 G】リーダー：川口尚宜君

1. 上半期については、新規入会はありませんでした。

・本年度は、従来の制度を大きく変えて、入会 5 年以内の会

2. 下半期については、2 月に（株）松坂屋百貨店静岡店長

員が持ち回りで会報当番を担当することとし、1 名がおおむ

の落合功男君、5 月に大和証券（株）静岡支店長竹内竜

ね年 2 回担当するローテーションを組みました。後半になる

也君がそれぞれ「意義なく」入会されました。なお、お

と異動などで退会される会員が発生しリーダーがローテーシ

二人とも前任者の後任であり、職業分類も入会と同時に

ョンに入る事態が発生しました。

決定しております。その後、6 月に本日異議期間満了で

・会報作成作業の簡素化を目指し、フォーマットを作って運

あいおいニッセイ同和損害保険（株）の早川支店長の後

用に入りましたが、フォーマットが中途半端で省力化があま

任として生田陽一君、及び新規に職業分類「料理店」と

り進みませんでした。次年度リーダーには、さらに簡素化さ

して、
（株）なすびの専務藤田尚徳君が入会されます。

れたフォーマット作成を進めて頂きたく存じます。

いずれも会員に適格と判断致しました。

・会員への配信方法をメール配信としたことは紙代及び印刷

【職業分類 G】リーダー : 森下登志美君

代を節約できたことと、ページが紙面に制約されず大事なこ

・新規会員の適正な職業種の選定を行うという方針でやって

とを書くスペースが制限されなくなりました。

【ロータリー情報 G】リーダー：新間桂子君
前期は新入会員がおらず、ロータリー情報委員会を開く機会
がありませんでした。後期は落合会員、武内会員、来週に藤
田会員、生田会員への情報委員会を予定しています。新入会
員にロータリーの説明をする中で、ロータリーのマークがな
ぜ歯車なのかの理由を初めて知りました。ロータリーの発足
当初、例会場は各会員の持ち回りで開催していたことからロ
ーテーションで例会を行った。それで歯車になったそうで
す。
【公共イメージ向上 G】リーダー：杉山輝光君
・毎年、宮崎会員、島会員、杉山会員の 3 名で公共イメージ
向上グループのリーダーをローテーションで担当していま
す。今期は、当 RC のホームページ・トップページの変更、
毎例会の会報掲載、SNS を年度の途中で追加、10/24 エンド
ポリオ募金をセノバ前にて実施、3/25 にクラブフォーラム
として、第 2620 地区公共イメージ向上委員長の静岡 RC 小
林会長をお招きし卓話を頂きました。
・会員より当クラブのホームページに古い情報があるとご指
摘いただきましたので、次年度リーダーに修正作業を引継ぎ
致します。
≪スマイル報告≫
相原雄治会長
あと 2 回！
山川雅久君 君
国際奉仕リーダーとして、1 年過ぎました。ほとんど活動
していませんでしたので反省を込めてスマイル致します。7
月からは、スマイルリーダーを頑張ります。
加藤力弥君
1 年間社会奉仕グループのリーダーを務めさせていただきま
した。何とか二大行事を実施でき、ホッとしています。ご協
力頂きました皆様に感謝してスマイルします。
（会報作成 川口尚宜）

