
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
杉本　忠重君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

ジョセリン　ネオ・ワンティンさん

◦会　長　挨　拶◦

会長　谷本　宏太郎君

皆さんこんにちは、先週金曜日に緊急事態宣言

が解除されましたので、今日から元通りの食事

付きの通常例会が開催できます。しかしなが

ら、現時点ではコロナ感染拡大の心配がなく

なったわけではありませんし、カラオケはまだ

制限されていますので、歌は歌わないことにし

ます。またＺＯＯＭでも出席できるようにして

おきます。緊急事態宣言が解除され、週末に

久々に飲みに出かけた方も多かったのではない

でしょうか？我々静岡ＲＣも事業計画書作成当

初の予定通り１０月１８日の１３夜に浮月楼さ

んで観月会を実施できることになりました。参
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加費をいただかずに夜間例会として開催します

ので大勢の皆さんの参加をお願いします。例会

で一緒に飲食ができるのは大変うれしいことで

す。旅行もできるようになったので、週末はど

こもにぎわっていたようです。私も一年ぶり

に孫たちが来てくれたので一緒に土曜日には

掛川花鳥園に、日曜日には三保に行ってきまし

た。このまま、秋の行楽シーズンを迎えられる

と沈滞していた旅行業界もようやく息をつける

のではないでしょうか。まだまだ海外出張はで

きませんが国内の移動はできるようになりまし

た。中部縦断横断自動車道も８月末に開通し

て、山梨・長野へも早く行けるようになりまし

たので、紅葉が始まったら八ヶ岳あたりに行こ

うと思っています。一方、コロナウィルスとの

闘いですが、ワクチンによる感染予防だけでな

く、最近は点滴による抗体カクテル治療が行わ

れるようになっています。そして、来年にはよ

うやく飲み薬による治療ができるようになりそ

うです。そうなってくれれば、インフルエンザ

と同じになります。メルクとファイザーが先行

していますが、日本の塩野義にも頑張ってもら

いたいですね。さて、ロータリーにはいろんな

グループがあります。今月１日から１５日間は、

ESRAG（Environmental Sustainability Rotary 

Action Group= 環境維持ロータリー行動団体）

が Global 15 Day Plant-Rich Diet Challenge への

参加を呼び掛けています。直訳すると植物の多

い食事に世界で１５日間挑戦です。どういうこ

とかと送られてきたメールのリンク先を見る

と、こんなことが書いてありました。https://

esragdev.com/　https://esragdev.com/plant-rich-

diet/　畜産農業が温室効果ガスの排出、生物

多様性の喪失、森林破壊、水の枯渇、汚染の主

な原因であることをご存知ですか？より多く

の植物ベースの食事（野菜、果物、マメ科植

物、全粒穀物、ナッツ、種子、ハーブ、スパイ

スからなる）を食べ、動物由来の食品を減らす

ことは、私たち一人一人が今日から始められる

私たちの惑星地球環境を保護し、いやすために

取ることができる最も強力なステップの１つ

です。２０２１年１０月１日から始まる１５

日間のグローバルプラントリッチダイエット

チャレンジにサインアップしてください。さ

らに、ユーチューブを見ると https://youtu.be/

w5LmeC0i38s　牛がゲップで出すメタンガスは

ＣＯ２の８０倍の温室効果があり、食肉大手５

業者が排出するメタンガスの合計はエクソン、

シェルやＢＰの出す量とほぼ同じ。タンパク質

を生産するために必要な農地面積、水、及び温

暖化ガスの排出量畜産が畜産に比べて穀物なら

相当に減らすことができる。特に牛が際立って

いる。また、漁業では乱獲による資源の減少や

漁網による海洋汚染が起こっている。そこで、

地球環境の維持のために肉や魚を食べる量を減

らして、穀物や豆類からタンパク質を取るよう

にしましょう。それ、ばかりでなく牛を増やさ

ないために乳製品の消費も減らしましょう。と

言う提案です。海外の日本茶ファンにはビーガ

ンと言う動物由来の食品を避ける人たちが多い

のですが、地球環境の保護のためと言う意識が

流行っている理由だとわかりました。さて、ロー

タリー米山月間ですので、米山奨学生のジョセ

リンさんに卓話をおねがいしました。



◦新  会  員  紹  介◦

相樂　英希さん
（さがら ひでき）
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◦委  員  会  報  告◦

静大連携講職場実習講座委員会　石川　雅章君

昨年同様コロナ禍の状況を踏

まえ、受け入れ企業アンケー

トに基づき、可能な範囲の職

場企業見学等を実施すること

となりました。学生は、設定された３つのテー

マ「チャレンジ」「労働価値」「コミュニケーショ

ン」について、事前学習として文献等からその

意義について「仮説」をたて、会員へのインタ

ビューを基に「検証」を行い、その成果を「報告」

するという「探究学習サイクル」を目的として

います。会員の皆様のご理解とご協力のほど宜

しくお願いします。　別紙参照　期限　１０月

１５日（金）まで　インタビュー実施の可否

親睦委員会　委員長　松本　博士君

観月会を１０月１８日１８：００～２０：００

浮月楼にて開催します。今回はジャズ演奏あり、

現地とリモート（ＺｏｏｍとＹ

ｏｕＴｕｂｅ配信を予定）にて

行います。現地出席の方は、お

食事、リモート出席の方は、豪

華弁当をご用意しておりますので、多くの皆様

のご参加をお待ちしております。　別紙参照　

申込締切　１０月１１日（月）　例会時

◦幹　事　報　告◦

幹事　木村　絵美君

次回、１０月１１日例会は、通常例会として行

います。クラブフォーラムは、職業奉仕委員会

担当として行われます。

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●●月●●日　平城　隆司さん

●●月●●日　松本　博士さん

【結婚記念日】

●●月●●日　近藤哲也さん・由美子さん

●●月●●日　淺原諒蔵さん・敦子さん

●●月●●日　坂上　康さん・朋子さん

●●月●●日　鈴木　礁さん・由貴さん

◦ス　マ　イ　ル◦

荻野　淳君

不良会員　荻野に伴野先輩がお声をかけて下さ

いました。うれしかったのでスマイルします。

山本　芳司君

遅くなりましたが、お誕生日のお祝いありがと

うございました。●月●日で還暦を迎えました。

また、新たな気持ちで人生を楽しみたいと思い

ます。今後ともよろしくおねがいします。

村山　文隆君

誕生日のお祝いありがとうございました。



松本　博士君

誕生日の日に、誕生祝を頂きまして誠にありが

とうございます。●●●●年●●月●日 午後

●●時●●分に生まれました。今は亡き父と母

に感謝です。

近藤　哲也君

結婚記念日にきれいなお花を有難うございま

した。

淺原　諒蔵君

●月●●日、ピンクを基調とした、とても素

敵なフラワーアレンジメントが届きました。

●●回目の記念日、宣言明け前でしたがお店

に無理を言い、少し高めのシャンパンで乾杯

をしました。

坂上　康君

結婚記念日のアレンジフラワーありがとうござ

いました。以前よりはなやかになりました。業

者変わりましたか？

鈴木　礁君

本日、ステキなお花が届きました。有難うござ

います。今夜は、二人で外食して感謝の気持ち

を伝えようと思います。気持ちは何年経っても

通じませんが…

川㟢裕司君、梅原弘充君

１０月はロータリー米山月間となります。本日、

米山奨学生　ジョセリン・ネオ・ワンティンさ

んによる卓話を行います。皆さん応援お願いし

ます。

梅原弘充君・小林武治君

新会員の相樂さんをご紹介させて頂きます。

相樂英希君

伝統と格式ある静岡ロータリークラブへ入会さ

せて頂きます。よろしくお願い申し上げます。

満席スマイル

１４番　小林さんテーブル、１５番　桜田さん

テーブル

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会員数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

10/4 105（104） 現 地 64 名
Zoom 7名 34 名 68.26％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに
変更が無い間は全会員出席扱いとします。

◦米山奨学生卓話◦

米山奨学生

ジョセリン　ネオ　ワンティンさん

「マレーシアと日本の相違点−名前の呼び方・

服装・印鑑・サイン−」

このテーマを選んだ理由は日

本に留学して来てから、必ず

と言っていいほど聞かれたの

が、名前の呼び名であり、マ

レーシアで当たり前や常識と思っていたこと

が、通じないことがわかってきたからです。Ｊ

ＯＣＥＬＹＮ／ジョセリン（英語の名前），Ｋ

ＮＥＯＨ／ネオ（姓）ＷＡＮ ＴＩＮＧ／ワン

　ティン（名：中国語のアルファベットの名前）

となります。日本人とマレーシア人（華人／中

国系マレーシア人・マレー系マレーシア人・イ

ンド系マレーシア人）では、名前の呼び方・呼

ばれ方・結婚による改姓の有無など異なること、

四季の有無により服装／ファッションの違いが

あり、印鑑・サインについても日本では印鑑制

度、マレーシアではサイン制度と異なります。

日本とマレーシアでの日常服の比較や性格・国

民性・習慣・文化の違いがわかりました。日本

とマレーシアの両国間がもっと親密に交流でき

たらと感じます。今回のスピーチを通じて静岡

ロータリーの皆様が、マレーシアのことを少し

でも理解を深めていただければ幸いです。


