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● 会 長 報 告        鈴木 邦昭君 

皆さんこんにちは。 

昼 間 の 気 温 も

20℃前後の日が続

き、寒さの厳しい

冬も過ぎ去り、春

のうららかな陽気

に誘われて、身も

心も軽やかに感じ

るようになってきました。 

木々の芽吹きと同様に人間の身体も新陳代謝が

活発になり、冬に溜まった老廃物を発散してい

きますので、汗をかきやすくなり、ダイエット

するのに非常に適した季節であるといわれてい

ます。 

気分的にも動きたくなり、外出も増えてくると

思いますが、花粉症の自分にはつらい時期でも

あります。 

花粉症全体の有病率は 29.8%、スギ花粉症の有

病率は 26.5%ですので、全国で約４人に１人が

スギ花粉症に悩まされていることになります。 

最もスギ花粉症の多い地域は山梨県、最も少な

いのは北海道で静岡県は全国で四番目に高い有

病率で 39.3%になりますので、2.5人に一人が花

粉症になっています。 

近所の山を見ても花粉で黄色に見え、伐採した

い気持ちになりますが、杉は成長の早い木材で

あり、ウッドショック対策に欠かせない木材で

もありますので、住宅関連の仕事をしている身

としては大変悩ましい事です。 

ここ十年で花粉症になる方は 10%増加をしてい

るようですので、まだ発症していない方も突然

発症するかもしれませんので、油断せずマスク

着用等対策をしていただければと思います。 

そのマスク着用ですが、国としては３月１３日

をもって個人の判断に任せる方針です。 

マスクを着用していますと相手の表情が解りづ

らかったり、不快だったり、呼吸がしにくくな

るなど不便な点がありますが、着用することで

感染症にかかるリスクを減らすことができるだ

けでなく、他人に感染症を広げるリスクも減ら

すことができます。 

 

特に、新型コロナは無症状でも感染している場

合があるため、マスクを着用することは、周り

の人々を守ることにつながりますので、今後は

個人の判断にゆだねる形になるかと思いますが、

臨機応変に対応をお願いいたします。 

本日は地区委員卓話として、ロータリー財団委

員会補助金小委員会中村委員長・財団資金推進

小委員会の望月委員長にお越しいただきました。

大変お忙しい中ありがとうございます。 

クラブ委員会の中で財団委員長を長年務めてい

ただきました松葉隆夫さんから次年度より江﨑

さんに引き継がれますので、新しいアクション

があると期待をしています。 

ぜひ有意義な時間となりますようお願い申し上

げ、会長報告とさせていただきます。 

本日もよろしくお願いいたします。 

● 理 事 会 報 告       土屋 富士子君 

・4.5月プログラムについて、承認されました。 

4/15第 4グループ IMは例会扱いではなくな 

りました。4/19通常例会を小杉苑にて開催い 

たします。 

・4/5創立夜間例会について、日時・場所・企 

画内容が承認されました。 

・4/12早朝例会について、蓮華寺池公園でのラ 

ジオ体操の早朝例会が承認されました。食事

を用意する予定ですが、詳細は検討中となります。 

・4/19通常例会について、内容は継続審議とな 

りました。 

・インターシティミーティング登録者について、 

登録者は 4名（鈴木会長、土屋幹事、山田会 

長エレクト、村松次年度幹事）サーフィン体 

験者 1名（菅原君）参加が承認されました。 

・国際ロータリー第 2620地区 50年史「クラブ 

紹介」掲載へのご協力について、クラブ広報 

担当を中心に藤枝 50周年のデータを参考に 

進めることが承認されました。データ協力は、 

石垣さん・江﨑さんへ依頼となります。 

・例会お食事会場費値上げについて、変更のス 

タートについて再交渉することとなりました。 

・退会者について、伊藤友伸さんの退会が承認 

されました。継続者の依頼は、別途進めるこ
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ととなりました。 

・事務局パソコン購入について、購入が承認さ 

れました。 

・23-24年度地区補助金セミナーについて、村 

松次年度幹事・江﨑次年度財団委員長・太田 

次年度ロータリープログラム委員長が参加します。 

● 幹 事 報 告        土屋 富士子君 

・英字版 the Rotarianが届きました。 

・日本事務局より 

水と衛生月間リソースのご案内、財団室

NEWS2023年 3月号が届きました。 

・ガバナー事務局より 

ガバナー月信 3月号が届きました 

● 出 席 報 告         森下 敏顯君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

33／45 73.33％ 30／45 66.66％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○伊藤君 ○内田君 ○江﨑君 ○大杉君 

○勝又君 ○河森君 ○栗原君 鈴木舜君 

○玉木君 ○仲田晃君 ○松田君 望月君 

● 地 区 委 員 会 卓 話                      

ロータリー財団委員会 

補助金小委員会委員長 中村 幸夫君 

ロータリー財団委員会 

財団資金推進小委員会委員長 望月 啓行君 

● ビ ジ タ ー                      

ロータリー財団委員会 

補助金小委員会委員長 中村 幸夫君 

ロータリー財団委員会 

財団資金推進小委員会委員長 望月 啓行君 

● スマイル B O X       森下 敏顯君 

・会員誕生、婦人誕生 いつもダブルで祝って

頂き有難うございます。お蔭様でお互いの誕

生日をうっかり忘れずに済みます。 

青島克郎君 

・会員誕生祝いありがとうございました。年金 

受給者の仲間入りをしました。池ノ谷敏正君 

・これまでとくに大病を患うことなく 56才の誕 

生日をむかえることができました。これから 

も健康に気をつけてがんばっていきたいと思 

います。           太田暢裕君 

・夫人誕生祝いありがとうございました。妻も

ついに還暦となりました。あっここだけの話

にしておいてください。   池ノ谷敏正君 

・妻の誕生日のプレゼントありがとうございま

す。しっかりと妻に渡します。ありがとうご

ざいました。         島村武慶君 

・夫の誕生祝いをありがとうございます。年々、 

義父に似て来ました。いつまでも元気でいて 

もらえるよう、タバコは少し控えてほしいで 

す。            澤部小百合君 

・1964 年東京オリンピック開催の年の 3 月 15

日に結婚し 59回目の記念日をむかえます。お

祝いありがとうございました。小西啓一君 

・ありがとうございます。   杉浦俊明君 

・お祝いありがとうございます。47 回目です。 

50回までガンバリます。松葉隆夫君 

・お祝いありがとうございます。森下敏顯君 

・結婚記念お祝ありがとうございます。温泉に 

行く計画してます。（かんのん温泉いいです 

よ。）妻には感謝しています。Love me lo  

山田賀昭君 

 

スマイル累計額 ６３，０００円 

 

●ロータリーの友紹介    石垣 善康君 

『ロータリーの友  ３月号紹介』 

３月は＝水と衛

生月間、１３日

〜１９日は世界

ローターアクト

週間です 

＜横開きのペー

ジ１６ページ＞ 

ローターアクトって何？ 

地域のロータリークラブがスポンサーになり、

１８歳以上の学生・社会人が集まって奉仕活動

を行ない、また活動を通じて友人を作り活動を

楽しむこと。 
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《3 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

    最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

＜横開きページ、１９ページ＞ 

RI会長エレクト、ゴードン・マッキナリー氏の

ロータリーへの価値観と世界の各ロータリアン

からのメッセージが綴られています。＝歯科医 

また、次年度の会長テーマ＝世界に希望を生み

出そう 

優先事項は＝女性のエンパワーメントを継続 

     ＝メンタルヘルスへの取り組み 

 

＜横開きページ、５２ページ＞ 

ロータリーアットワークが１０ページに渡って

事例紹介されています。 

ロータリーの奉仕活動、奉仕に対する考え方の

一例です。 

参考にしてください。 

＜横開きページ、９１ページ＞ 

講演要旨が掲載されています 

陸前高田市の醬油屋さんにそだち、アメリカに

留学、帰国後の社長体験。 

そして東日本大震災に遭ったのち、工場を再建

し街の再建に取り組んだ内容です 

注目したいのは、P67ページ上段の中ごろの内

容です。 

地域の経営者が集まりそれまで競争相手として

しか見ていなかった関係を地域のみんなで幸せ

になろうという目的に変わったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／村松 繁君） 

月 火 水 木 金 

13 14 15 16 17 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

20 21 22 23 24 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

27 28 29 30 31 

閉局 

 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

 

ソングリーダー…… 増田 貴行君 

ソング…… それでこそロータリー 

 

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 

四つのテスト 


