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【紅葉】

【2012-2013年度 RIテーマ】
 
■ 会 長 報 告                仲田 廣志君 
皆さん、こんにち

は。お正月が明けた

と思ったらあっと

いう間に２月です。

１月は行く、２月は

逃げる、３月は去る

という言葉がありますが、その印象を強く実感す

るところです。この１ヶ月の間にも様々にニュー

スが流れました。アルジェリアの人質テロ事件で

は多くの日本企業戦士の皆さんが犠牲になるとい

う痛ましい結果でした。また、昭和の偉大な横綱

大鵬が逝去さりました。テレビの画面で観戦した

ことしかないのですが、大横綱の相撲は風格と気

品が感じられたように記憶しています。国民栄誉

賞の授与が検討されているとのことですが功績の

大きさを考えますと、存命中に授与されてしかる

べきかなと感じた方も多くおられるのではないか

と思います。また、個性派力士の高見盛も初場所

を最後に引退しました。彼の相撲も気持ち、思い、

すべてを愚直なまでに前面に出して戦う姿に好感

と親しみを覚えたように思います。スポーツの世

界では、今体罰が話題になっています。やはり何

でも行き過ぎは問題ではあると思いますが、少し

騒ぎ過ぎのような気もします。問題に対して関係

する機関、当事者がマスコミを含め誇大化された

情報に惑わされることなく真摯に議論してより良

い方向へと進んでいける環境になってくれたらと

思います。東日本大震災で高齢者や障害者支援の

ためにボランティアで現地入りした人々の前に個

人情報の壁が立ち塞がったそうです。支援組織は、

被災地でどういう人々がいて、その人々にはどん

な支援が必要なのか対応に苦慮したそうです。ア

ルジェリアのテロ事件でも情報開示が取り沙汰さ

れました。米英両国は情報開示を迅速に行い、当

事者からの証言を得てテロの全容解明に努め今後

の対策に生かそうとしているとのことです。日本

もこれを機に個人情報保護の行き過ぎた現状の見

直しが起きてほしいと思います。寛容、思いやり

を実感できる国へと進んでくれたらと思います。

一昨日は立春でした。これから日１日と自然は春

の息吹を感じさせてくれます。日々生活する中で、

ささやかな自然の贈り物、支えてくれる皆さんに

感謝の気持を忘れずに生きていこうと思っていま

すことをお伝えして、会長報告とさせていただき

ます。 

■ 理 事 会 報 告           池ノ谷 敏正君 
• ２．３月のプログラムが承認されました。 
• 仙台空港をバナーで埋め尽くし被災者を見守

るプロジェクトに一口参加が承認されました。 
• Ｓａｋｕｊｉ作戦登録の報告が承認されまし

た。 
 Ｓａｋｕｊｉ作戦は多エリアの会員候補者を

相互紹介しあうプログラムです。 
• ロータリー財団覚書提出の報告が承認されま

した。 
 新財団プログラム「未来の夢計画」への参加

登録です。 
• 平会員再入会の際の入会金免除が承認されま

した。 
• 新会員の入会が承認されました。 
 （株）松田商店 松田真彦様 
• 静岡県野球連盟「第４回全日本少年春季軟式
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野球大会」の協賛金１万円が承認されました。 
• ベネファクター寄付１ヶ月前倒し送金が承認

されました。 
• ２０１３－２０１３年度組織案が承認されま

した。 
• 平成２５年度静岡産業大学冠講座の日程、担

当講師が承認されました。 
• ２０１２－２０１３年度中間決算報告が承認

されました。 
• ＩＭ参加義務者について承認されました。 
• 竹田会員のお見舞いが承認されました。 
• 春の家族親睦旅行の報告がありました。 
• インターアクトクラブとの関係と今後の活動

について提案がありました。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 
• ロータリーの友事務所より 
２１３－２０１４年度版 ロータリー手帳の

お買い上げのお願いが届いております。 
• 藤枝市暴力追放推進協議会より 
暴力追放だより№５月が届いております。 

• 山梨ダルクより 
 山梨ダルク通信№２５が届いております。 

■ 出 席 報 告            中森 義次君      

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

29／39 74.35％ 33／39 84.61％ 

                      

• 結婚記念日祝ありがとうございました。当日

は孫たちと成田山で豆まきをして祝いました。 

あまり寒かったので、しばらく別荘暮らしを

させていただきました。心遣いありがとうご

ざいました。                   竹田 勲君 

• 誕生日と結婚記念のお祝いありがとうござい

ました。４７才これからも頑張ります。 

鈴木 邦昭君 

• ２月１４日が自分で、２月１５日が妻の誕生

日です。妻の誕生日は自分の翌日ですので、

忘れることはありません。ありがとうござい

ました。                      小泉 克彦君 

• 夫人誕生ありがとう！！ 妻も８０才になり

ました。                      櫻井 龍太君 

• 家内の誕生日祝をおりがとうございます。 

柳原 寿男君 

• 妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうござい

します。お陰様でその日を思い出しました。

必ず自宅に持って帰ります。     小林 弘君 

スマイル累計金額   １５４，７３０円 

■ ロータリーの友紹介     櫻井 龍太君    

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大杉君 ○鈴木舜君 ○畑君 ○森下君 

○山田君 ○渡辺君 青島彰君 江﨑晴君 

平野君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

大長 昭子君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                               

漆畑雄一郎君（藤枝南） 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ    中森 義次君       

  

 ２月は、世界理解

月間でありＲＩ会長

のメッセージも「奉

仕に国境はない」と

の標題で解説してお

ります。 

またＰ．６以降には、世界各国との交流の報告

と体験談が記事になっております。 

Ｐ．３６には「ロータリーの始まりの日」との

記事がありますが、１９０５年２月２３日に、第

１回の会合が開かれた状況等の記事がありますか

ら、是非お読みください。 

Ｐ．４２以降には、ポリオ撲滅推進活動の記事

がありますから、合わせてご一読お願いします。 

■ ３ 分 間 ス ピ ー チ     大長 昭子君        

 皆さんのテーブル

に可愛いデザートを

ご用意させていただ

きました。 

このデザートは、

日清紡ホールディン
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グ(株)が全国初の完全人口光型 

植物工場内でいちごの生産を事業化し、藤枝工場

で収穫したいちご「あぽろベリー」を使ったロー

ルケーキです。 

日清紡さんのご厚意によりハルモニア限定で使

わせていただいています。 

この事業化により、障害者の雇用・施設外就労

の場として検討していただいています。いちごの

品種あきひめです。生食用、業務用があります。 

本来ミツバチは、屋外以外は飛ぶことができな

いそうですが、工場内で飛ぶことができる技術を

開発されたそうです。無菌状態で栽培されていま

すので安心して召し上がっていただけます。 

ハルモニアでは、このロールケーキ以外にショ

ートケーキ、タルトなどご用意しています。ご注

文、ご来店お待ちしております。 

■ テーブルメイトＣ卓話            
 

新島 義之君 
 
「藤枝のちょっとい

いお店」 

 

 

藤枝駅近くで忘年会や新年会など自分が実際に

利用して、気にいったお店をいくつか紹介します。                        

まずは、藤枝駅南口 ＶiＶi の南側交差点近くに

ある「花房（ハナフサ）」です。 

毎日焼津港から魚を仕入れており、昼のランチも

人気があるようですが、 

夜は２名から予約できるコースがお勧めです。               

飲み放題込みで３５００円～、魚料理が中心です。 

最大の特徴は何時からスタートしても飲み物のラ

ストオーダーが２２：３０、 

閉店２３：００ということです。しかも飲み放題

の中に地酒が２種類入っています。 

次は、藤枝駅北口青島焼津街道沿いにある「鯛

小判（タイコバン）」です。   

店先の太鼓が目印です。 

ここは３名からコース料理が予約でき、飲み放題

込みで４０００円～。 

料亭気分を居酒屋価格で気軽に楽しめるというこ

とが特徴で、料理が個別の器に盛られてきます。

天ぷらが特に自慢の一品です。             

プライベートや職場での飲み会はもちろん、接待

でも利用できます。 

３つ目は、藤枝駅北口 青島焼津街道と田沼街

道が交わる「田沼地下道北」交差点駅寄り、ミサ

ワホーム向かい側になる「酒楽菜祭（シュラクサ

イサイ）」です。    

藤枝では珍しい三河湾の魚を仕入れているお店で、

宴会は大皿３０００円～。               

それに飲み放題が付けれるのですが、お勧めは「プ

レミアム飲み放題」です。 

普通の飲み放題は２０００円ですが、プレミアム

は２８００円（月～木は２５００円）、 

何がプレミアムかというと、地酒（磯自慢、杉錦、

喜久酔、初亀、志太泉）と焼酎（佐藤（白）、海、

赤兎馬など）が飲めることです。            

４つ目も駅北口にある「つげ家」です。        

先ほどの「酒楽菜祭」のちょっと北側、小杉苑方

面に行ったところです。 

新鮮な静岡産の食材でつくる和食が特徴で、落ち

着いた雰囲気の店内でちょっと贅沢な気分が味わ

えます。宴会はもちろん、慶事や法事にも使える

お店です。 

会席コース３８００円と飲み物は別に頼みました

が、焼いた石に牛肉を自らあてて、好みの焼き加

減で食べるなど、他の店では味わえない経験をし

ました。 

飲み放題付は５０００円～あります。 

まだまだ寒い日が続きます。 

暖かい食事を食べながら、適量のお酒を飲まれて、

皆さんこれからも健康で長生きをしましょう。 

 

 

 

 

 

 

（担当／池ノ谷君） 


