
出席報告

イアン  H.S. ライズリー

松村　友吉

20182017

2017～2018

吉 野 聖 一
村 上 綾 一
野 際 宏 行

☎〈055〉963-0515　　  963-5202

沼津リバーサイドホテル

―2―

吉 野 聖 一
村 上 綾 一
野 際 宏 行

☎〈055〉963-0515　　  963-5202

沼津リバーサイドホテル

第3203回例会 2017.9.1

 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.7

　先週は朝から幹事とこの会場にいてＧ公式訪問、理事会
があり、その後あわただしく出張し宿泊し無事に帰りました。
翌日の8/27（日）社会奉仕セミナーと沼津ＲＣのゴルフコン
ペが重なってしまいゴルフコンペには行けない代わりに道前
さんと社会奉仕セミナーに出席し、松村Ｇにも再会できまし
た。会場は静岡の「あざれあ」で講演のあと沼津柿田川ＲＣ・
市川大門ＲＣの事例発表を聞きました。また詳しくは道前委
員長からもお話をお聞きいただければ幸いです。
　さわりだけお伝えしますと講演は「ごみ拾い」の話でした。
演題は「100万人のごみ拾い」で講師は弱冠31歳の荒川祐二
さんで大学3年の時、朝6時から新宿駅東口の掃除をたった
1人で始め今では作家・小説家になりラーメン店も2件経営
しているそうです。皆さんであれば「自分を変えたい」と若者
から相談があったら「孟母三遷の教え」もご存知でしょうから
環境を変えるという案も出るでしょうが、当時21歳の荒川さん
は「一緒に掃除してくれる人募集」と手作りの看板を背中にか
けて「自分自身が何もできない」そんな「自分を変えたい」と純
粋に悩んだ結果、ごみ拾いをしたそうです。偽善者と罵声を
浴びせられ、嫌がらせもあったそうですが1人2人と協力して
くれて「100万人のごみ拾い」となったようです。これだけ広が
りを見せている背景には「子供のことをすべて何でもやってし
まう、過保護な親」が原因で我々の世代も含め「子供の自立
を妨げてしまう」という反省もあります。
　先週の沼津ＲＣ理事会では偶然にも、駅前花壇を奥村夫
妻が定期的に手を入れて綺麗にしてくれていたことを知り感
謝申し上げる次第です。社会奉仕セミナーで話を聞いたこと
は偶然ではないと思いました。そこで金曜日の朝8時から8時
15分まで駅前花壇に行くことにしました。今年度だけです。も
しこの時間帯に来ていただける方がいましたら、ご一緒に花
壇周辺を綺麗にしたいと思います。会長任期はこれを継続し
ますので、残り10ヶ月、来年からは草の生えないように工夫
していただくとか、ベンチにしていただくとかして手間のかか
らないよう考えてもらい、今後とも沼津ＲＣらしいメッセージ
を発信して会員増強してまいりましょう。

ゲスト  長島　玲美様

他ＲＣ出席  吉野君・道前君（8.27社会奉仕セミナー）、
能見君（8.28沼津柿田川）

欠席者（5名）
金子君、森藤君、渡邉（秀）君、
渡邊（洋）君、山口君
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9月8日（金）
　外部卓話「地方創生について」
 沼津市政策企画課企画係長　　渡邊　尚志様

配偶者誕生日　北澤　昌子様（誠司君）
　　　　　　渡邉　久代様（雅昭君）

9月15日（金）
　「地区Ｒ財団セミナー報告」
 Ｒ財団委員長　　峯村祐紀子君

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

お酒の楽しみ方
　　　　　沼津酒・ながしま
 　　長島　玲美様

卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　富 士 宮 西…9/15（金）は米山記念館訪問例会
　　　　　　　9/22（金）は祝日休会
　富　士　宮…9/11（月）は9/14（木）夜間例会
　　　　　　　9/18（月）は休会
　新　富　士…9/12（火）は9/9（土）
 おきがる無料相談所＠ロゼシアター
　長　　　泉…9/13（水）は早朝例会
２ ．9/16（土）米山梅吉記念館秋季例祭（＠米山梅吉
記念館14:00～）参加のお願い
３ ．米山梅吉記念館館報配布・米山梅吉記念館賛助
会員募集のお知らせ
４ ．11/19（日）沼津4ＲＣ合同ゴルフコンペのお知らせ
５ ．「ロータリーの友」9月号配布
６ ．9月のロータリーレート　1ドル＝109円

石川（三）君…来週の例会、新潟県への出張のため、
欠席させていただきます。
大友君…8/27沼津ＲＣゴルフコンペ多数の参加ありが
とうございました。次回は10月開催予定ですのでよろし
くお願いします。
白壁君…先週人間力大学沼津校開校しました。約100
名の受講生が集まりました。皆様ご協力本当にありがと
うございました ！！
寺田君…妻の誕生日祝いをいただき、ありがとうござい
ました。
山本君…本日、やんごとなき事情で早退させていただ
きます。
吉野君…「お酒の楽しみ方」沼津酒・ながしま 長島玲
美さんの卓話の後は、「作右衛門」で楽しみましょう。あ
りがとうございます。

奉仕プロジェクト リーダー　　渡邊洋二郎
　小委員長のサポートと共に、各小委員会のスムーズ
な連携が図れるよう、調整する役目を担います。それぞ
れ従前からの活動を継続しつつ、地区より求められた
課題についても取り組んでいきます。引き続き、会員の
皆様のご協力をお願いいたします。
青少年　ＩＡＣの活動支援を中心に活動します。沼商・
桐陽とも積極的に活動しています。7/30～31にはＩＡ
Ｃ年次大会が開催されますので、多くの生徒が参加す
ることができると良いと思います。秋には指導者講習会
に共に参加できればと思います。
職業奉仕　職業奉仕について十分理解できていない会
員をサポートし、全員に周知され、実践できるような地
区セミナーやイベントなどの報告はもちろん、積極的に
職業奉仕の機会をつくり、奉仕の理想・理解を深めて
いこうと思います。皆様のご協力をお願い申し上げます。
社会奉仕　①地区社会奉仕活動セミナーへの参加の
要請②港口公園の沼津ＲＣと韓国ヨス・クボンＲＣとの
「友好」の石碑の清掃③千本公園の清掃への参加の要請
④沼津駅前花壇の清掃⑤夏祭りクリーン作戦への参加。
国際奉仕　当委員会がどのような活動をすることが国
際奉仕になるのかアンケート調査を行い、報告書にま
とめることを目標にスタートします。単独でも、また複数
のクラブで協力をしてでも国際奉仕に取り組んでいくた
めの年度とします。

奉仕プロジェクト リーダー　　渡邊洋二郎
第1回クラブ協議会❸

●日本酒蔵の現状
•日本国酒
醸造酒と蒸留酒
日本酒・本格焼酎・泡盛
ウイスキー・ワイン・リキュール・地ビール等
•全国の酒蔵：2015年時点1,563蔵、約1,500蔵
稼働1,300蔵前後
•静岡県の酒蔵：27蔵（資料参照） （東部7蔵）
•全国出荷量：出荷量と消費量はイコールではない
お酒の単位　1.8Ｌ100本＝1石

●お酒のたしなみ方
•日本酒は嫌い？ 悪酔いする？
飲み方…つまみで楽しむ。季節の料理（さんま・土
瓶蒸し・キノコ類）。自分のペースで。さしつささ
れつも大事。和ら水。

●日本の文化＝日本酒
•地酒って？：地方で呑むお酒の美味しさ
•四季、季節の酒（ひやおろし）
•江戸時代から今現在の酒：醸造環境と運送の発達
•冷と冷酒の違い
•甘酒→夏の季語
●酒屋や居酒屋でのお酒の選び方
•酒屋や飲み屋でなんて言う？
「辛口の酒」「飲みやすい酒」
自分の基本の1銘柄決める
•本醸造、純米、大吟醸の違い
•酒の種類（生酒・季節酒・古酒）
•お燗（居酒屋さんのチンは勘弁…）

ポリオ撲滅街頭募金活動のお願い

　ポリオ撲滅に向けた街頭募金を、下記の通り行います。
地区公共イメージ向上委員会が推進する「Ｒの公共イ
メージの向上」も目的としています。沼津4ＲＣ合同で行
います。皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。

　日　時　9月23日（土） 10:30～13:00
　場　所　サントムーン柿田川
　　　　　正面入口・西側入口・北側入口の3箇所
　集合場所　正面入口のそば

2017-18年度地区大会のご案内・
参加のお願い

　2017-18年度地区大会が下記日程にて開催されます。
多くの会員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

　開催日　11月11日（土）
 ＊会長・幹事、地区役員・委員長・副委員長対象
　　　　　11月12日（日）9:00開会
　会　場　焼津文化会館（本会議）
　　　　　焼津魚市場（大懇親会）
　プログラム　「地区大会のご案内」をご覧ください。
　登録料　￥15,000／1人　＊クラブ負担
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多くの会員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

　開催日　11月11日（土）
 ＊会長・幹事、地区役員・委員長・副委員長対象
　　　　　11月12日（日）9:00開会
　会　場　焼津文化会館（本会議）
　　　　　焼津魚市場（大懇親会）
　プログラム　「地区大会のご案内」をご覧ください。
　登録料　￥15,000／1人　＊クラブ負担


