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 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.25

　皆さん、こんにちは。先日の例会でＪリーグの仕組み
やサッカーの話をしてくれたアスルクラロ沼津のキック
オフパーティーが2/12に開催され、スポンサーの一員
として出席しました。卓話をお願いした渡邉社長にもご挨
拶ができました。お話どおりチームに若い選手がたくさん
入団し活気がありました。九州長崎ではジャパネットた
かたがスポンサーになって大活躍しＪ1に昇格したチー
ムもあります。ライバルに負けないように、沼津や地元
の方が大勢来場していて嬉しかったです。個人的には久
しぶりに会う人もいました。昨年ポリオ撲滅街頭募金を
愛鷹球場で行った富士宮ＲＣの前島さんにもお会いしま
した。前島さんが来週台湾へ行くことを聞きましたので、
その場で今回の地震の義捐金をご持参いただくようお願
いしました。義捐金のお願いをテーブル上の封筒を置き
ました。どうぞよろしくお願いします。
　白壁委員長から原稿をいただき、職業奉仕セミナーの
様子を会報にご紹介しています。セミナーの内容につい
ては紙面に譲りますが、講師の本田博己ＰＧ（前橋ＲＣ）
が「未来に向けて発展していくためには外部への情報発
信力や世界とのコミュニケーション能力が要になります」
と言っていたことを再度強調したいと思います。地元の富
士山と新幹線があれば外国人にはインパクトがあります。
それだからこそ日本なのです。何県にいるかということ
に興味はありません。私たちロータリアンもそうですが、
一人ひとりがこういうブランドを意識して、良いものを情
報発信していくことが大事だと思います。
　今年は普段雪の降らない沼津でも愛鷹山に雪が積もり
ました。記録的に寒い冬でしたが、今週のはじめ2/19
は暦の上では「雨水」です。降っていた雪は雨に変わり、
冬の間積もっていた雪や張っていた氷が解けて水になる
頃という意味で、雪も解けて春はもうすぐそこです。本日
は春らしく新しいクラブ旗を皆様にお披露目し2/25のＩ
Ｍでは新しいクラブ旗を使用したいと考えております。

ビジター  一杉　泰博君（沼津北）
他ＲＣ出席  金子君・野口君（2.15沼津西）、積君・

山口君（2.17静岡第2分区ＩＭ）、金子
君・能見君・山本君（2.22沼津西）

欠席者（7名）
金子君、森藤君、村上君、能見君、
大村君、望月君、塚本君
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2月25日（日）
　例会変更 3/2（金）→2/25（日）
　静岡第3分区ＩＭに振替

3月2日（金）　振替休会
3月9日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　真司君

 会員　石川　秀雄君
法事とは…亡くなられた故人を偲び、冥福を祈り、
供養する儀式。
亡くなられた故人は…冥土では、まず初七日から
四十九日までの七日ごと、そして百ヶ日、一周忌、
三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌と13の
裁きを受けると言われている。亡くなられた故人の
修行とともに、現世で子孫が行う追善供養の内容も
審判に反映されると言われ、子孫が法事で故人の
冥福を一心に祈ることで、故人の生前の罪悪が消
し去られるとされる。
六曜は…中国の吉凶占いからきており本来仏教とは
関係がない。この六曜の使用を見直し中止している
宗派もある。また友引に関係なく葬儀を行う場合も
増えてきている。しかし友引に葬儀を避ける風習は
根強くあり、寺院にとって、葬儀の心配なく予定を
組める日ということもあって利用されることが多い。
〈先勝〉「急がば勝ち」何事も積極的に行動すること
が吉。午前中は吉、午後は凶。〈友引〉凶事に友を引
くという意味があるので葬儀は慎む日とされている。
朝晩は吉、正午のみ凶。〈先負〉先勝の反対で先立っ
ての行動は凶。何事も控えめにし、急用や公事を
避ける日。午前は凶、午後は吉。〈仏滅〉万事に凶。
結婚や開店など新しく始めることに不吉として避け
た方が良い。〈大安〉万事に吉。婚礼などの祝儀に
は特に良い日。〈赤口〉祝い事には大凶。火の元や
刃物による怪我に気をつける日。正午のみ吉。

会員　石川　秀雄君

 会員　野際　宏行君
　沼津ＲＣのお仲間に入れていただきましたのは、
2004年の12月です。小川義次・鈴木一郎両氏の
ご紹介で、当時の渡辺芳彦会長よりバッジを付けて
いただきました。早いもので13年もお世話になって
おります。

　何をお話ししようかと色々悩みましたが、近頃は
まっている日本酒のことをお話ししようかと思います。

和食に日本酒…お米繋がりなのでしょうか、確かに
美味しいですしよく合います。

フレンチにワイン…我々ソムリエの選択が確かな
ら、料理もワインも数段美味しくなりますが、料理も
ワインも個性が強いので、反発し合う組み合わせも
多く存在します。とどのつまりワインの選択が重要に
なるわけです。

フレンチに日本酒…これが大当たりです。日本酒
にも、もちろん個性があります。しかし、ここのとこ
ろ日本酒が料理に寄り沿ってくれる不思議に驚いて
います。日本酒を飲む時、普通は「ぐい呑み・猪口」
を、中には「グラス・升」など使われると思いますが、
同じ日本酒でもグラスを変えることでビックリするほ
ど香りと味が楽しめます。大きめのワイングラスで試
してみてください。お勧めです。

　店のワインリストも日本酒が増えてきております。
ワインを勧める立場ですが、ぜひ、日本酒の隠れ
た魅力を楽しんでいただきたいと思います。

会員　野際　宏行君会員リレートーク会員リレートーク

１ ．例会変更のお知らせ
　富士山吉原…3/15（木）は富士山吉原ＲＣ
　　　　　　　奨学会創立50周年記念例会
 18:00点鐘
　富 士 宮 西…3/16（金）は3/17（土）親睦旅行
　　　　　　　3/30（金）は裁量休会
２ ．2/24（土）次期地区研修委員会・次期地区チー
ム研修セミナー（大月にて）　⇒積君・山口君・
峯村君・實石君・細澤君　5名出席予定
３．3/3（土）地区補助金セミナー
⇒細澤君・大村君・峯村君・事務局　4名出席予定
４．台湾地震災害への支援ご協力のお願い

2月合計　13,000円
服部君…東先生にお世話になりました。
實石君…妻の誕生祝いありがとうございます。毎年
これをいただくと、あっ!! そうだった、と思い出します。
北澤君…誕生日のお祝いありがとうございます。今
後もよろしくお願いします。
峯村君…前回の例会では誕生日のお祝いをいただ
き、ありがとうございました。
上田君…誕生日と結婚祝いをしていただき、ありが
とうございます。
吉野君…本日 富士山の日、リレートークは石川秀
雄さん、野際宏行さん、よろしくお願いします。

◆第9回定例理事会
　2018.2.23（金）13:40～　出席者16名

【報告事項】
１．2/2（金）移動例会　収支報告
２ ．インターアクトバッジ購入の件　⇒桐陽高校Ｉ
ＡＣよりリクエストがあり16名分購入。@540円

【議事】
１．3月例会プログラムの件　承認

3月9日 イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　真司君

3月16日 会員リレートーク
 大村　愛美君・峯村祐紀子君

3月23日 祝日週休会

3月30日 ＰＥＴＳ報告
 次年度会長　　細澤　哲哉君
 次年度幹事　　大村　愛美君

4月6日 裁量休会

２．4～6月テーブル編成の件　承認
⇒次期委員会所属順
３．次期Ｇ補佐事務局運営会議等のＭＵの件
⇒その都度会長に申請し、理事会で諮ることとする

理事会だより

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

ロータリーの標語　超我の奉仕
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