
― 2 ―

今、子供たちの
お口が危ない
� 会　員　　上田　貴彦君

会員卓話

１�．例会変更のお知らせ
２�．沼津西ＲＣ例会場変更
３�．4/4（日）千本をよくする会　千本清掃奉仕・総会
４�．「ロータリーの友」　3月号�配布
５�．3月のロータリーレート　1ドル＝106円

細澤君…①米山記念館スタッフの皆さん、
急なお願いにもご協力いただき、誠にあり
がとうございます。感謝。②3か月遅れて

のスタートですが、今年もよろしくお願いいたします。
小林君…㊡誕生日のお祝いをいただきました。56歳にな
りました。1年を振り返るとストレスの溜まることばかりで
先日受診した人間ドックの結果も赤字の数値が目立って
しまいました。今年は健康な身体に戻します！
峯村君…皆様にお久しぶりにお会いでき嬉しいです。休
会の間に誕生日プレゼントが届きました。ありがとうござ
いました。
野際君…祝�例会再開�今後ともよろしくお願いいたします。
奥村君…コロナ禍ですが、庭のチューリップ、フリージア、
花々が賑やかに咲き、束の間ほっとしています。
大村君…結婚記念のお祝い郵送で届きました。洗剤がな
くなったところなので助かりました。
大熊君…皆様お久しぶりでございます。本日の卓話です
が木村君の異動に伴い急遽上田君にお引き受けいただ
きました。上田先生ありがとうございます！
積君…自粛期間が長かったので呆けが進んだかもしれ
ません。失礼の段はお許しください。
杉山君…㊡米寿のお祝いをありがとうございます。心身
ともにまずまずの状態でこの日を迎えられたことを嬉しく
思っています。少しばかりの仕事、月3回のゴルフ、週3
回のジム通いそして医者通いが日課の日々を過ごしてい
ます。今の状態を少しでも長く維持して、ロータリーをま
だまだ続けたいのが願いです。これからもお付き合いの
ほど、お願いいたします。
渡邉（真）君…妻の誕生日祝いありがとうございました。
渡邉（秀）君…㊡ 2 月に清マキ君の所でドローンスクール
に入校させていただき、無事に合格卒業させていただき
ました。タイトなスケジュールの中、講師の先生の方々の
優しいご指導により、非常に楽しい時間を過ごせました。
ありがとうございました。
横溝君…今年の誕生日はロータリーからいただいたプレ
ゼントが唯一の品でした。ありがとうございました。沼津
に来て1年がたち、月日の早さを感じております。
※㊡は休会期間中にいただいたスマイルです。

　栄養状況の改善で30年前の子供たちに比べ最近の子
供たちの体格は良くなってきていますが、体力面では低
下してきていますし、テレビやゲームで視力は低下し、喘
息などのアレルギー疾患をもつ子供が増えてきています。
コンビニやファーストフードのお店が増え、手軽に高たん
ぱく食料が手に入ります。あまり噛まなくても良い食事形
態が身近にあり、最近の子供は逆に固いものが苦手に
なってきています。上アゴはほぼ12歳で成長が終わりま
す。適度にアゴを使わないと成長発育が進まず歯列不正
の原因となります。上アゴの成長が悪いと鼻腔の成長も
悪くなり、鼻がつまりやすくなり、口呼吸をしないと息が
できなくなります。口で息をすると、本来鼻腔による加湿
や免疫等の恩恵が受けられず、どんどんアレルゲンとなり
うる有害物質が体内に入ってきてしまいます。これが喘
息の原因となります。25年間学校歯科医の経験から新し
い時代を担う子供たちの健康を憂慮しています。適切な
指導とトレーニングで改善できることをお話しします。

【報告事項】
１．4/24（土）米山梅吉記念館春季例祭中止の件
２�．米山奨学生受入の件　⇒4/4（日）2021学年度米山
奨学生・カウンセラー　オリエンテーション　⇒實石
次期会長・大村カウンセラー・大友次期幹事　3名出
席予定　⇒奨学生世話クラブ・カウンセラー委嘱状受
領　例会にて報告
３．今年度日帰りバス研修旅行中止の件
４．地区大会クラブ紹介動画撮影の件
　⇒4/2（金）例会にて撮影予定
【議事】
１．4月例会プログラムの件　承認
4月9日 会員卓話「2020年考」

� 会　員　　太田　昭二君
4月16日 外部卓話「クラフトビールの製造工程と

日々の仕事」
Mt.Fuji�Brewing施設長　　會森　隆介様

4月23日 外部卓話「障がい者の自転車競技
パラサイクリングの魅力について」
�ラジオパーソナリティ・日本パラサイクリング連盟
� 広報担当　　大西　涼太郎様

4月30日 祝日週休会
5月7日 祝日週休会
２．木村君退会の件　承認
３．新会員候補者（木村君後任者）の件
　�野際会長：木村さん後任の方とのやりとりは峯村幹事
にお任せしてよろしいでしょうか。⇒異議なし
　�野際会長：後任者の紹介者はいかがいたしましょう
か。山口：木村君の入会時は誰の紹介なのか？同じ方
で良いと思います。⇒野際会長：承知しました。
４．下田ＲＣ創立60周年祝儀の件
　⇒会長宛に周年記念誌への祝辞執筆依頼あり
　�野際会長：親クラブなのでご祝儀を送ろうと思います
が、よろしいでしょうか。⇒異議なし
５．その他
①�野際会長：5/21はＧ補佐期末訪問となっておりますの
で、クラブ協議会を開催する予定でおりますが、今年
はコロナ禍のため各委員会の活動もなく報告ができ
ない状況にあると思いますので、クラブ協議会30分の
延長は必要ないと思いますがいかがでしょうか。山口：
常任委員長とクラブ研修リーダー、ＳＡＡには発表を
してもらいましょう。渡邉（雅）：各小委員長は活動の
報告がなくても次年度への申し送り形式で良いので原
稿の提出をお願いしたほうが良いと思います。⇒野際
会長：例会延長は無しとしますが、各常任委員長、ク
ラブ研修リーダー、ＳＡＡには発表をお願いします。
②�峯村幹事：今まで無償貸与していただいたプロジェク
ターとスクリーンが次回4/2例会より有料となるとの話
を受けました。税別でプロジェクターが￥5,000でスク
リーンが￥10,000での提供となるそうです。實石副会
長：それでは当クラブで購入した方が良いと思います。
⇒野際会長：至急購入を検討します。
③�細澤：以前の理事会でもお話をしましたが、70周年事
業の実行委員会を立ち上げないと間に合わなくなると
思います。實石副会長：実行委員会が発足しましたら、
素案を出したいと思います。⇒野際会長：私と實石副
会長の打合せで実行委員長、委員を選任したいと思
います。
④�清：4/4例会の千本をよくする会ですが、清掃時にマ
スクなどが落ちていると嫌な気持ちになりますので、
今回は清掃を中止してもらえますか。⇒山口：清掃を
中止して、総会のみの開催といたします。

◆第10回定例理事会
　2021.3.26（金）13：35〜
　出席者15名

理事会だより

米山功労者感謝状、ロータリー財団寄付認証状・
バッジの伝達がありました。次号に掲載します。

3月合計
15,000円
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会長挨拶� 会　長　野際　宏行
　皆様こんにちは。早いものでこの壇上で挨拶をさせていた
だくのも9か月がたち4分の3の任期が過ぎました。
　ゴールが見え始めた感もございますが気を引き締めて3か月
を邁進いたしてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。
　次年度の準備も着 と々進んでおりましてＰＥＴＳも無事に
終わり實石副会長は、次期会長候補者から次期会長と呼称も
変わりました。後ほど、實石次期会長・大友次期幹事からＰ
ＥＴＳ報告をいただく予定ですのでよろしくお願いいたします。
　さて、昨日4月1日は新年度のスタートの日、皆様の事業所
にも新しいお仲間を迎えられたことと思いますが、エイプリル
フールでもあります。毎年ＢＢＣなど海外の番組が話題にな
りますが、エイプリルフールは、どんな由来があるかご存知で
しょうか。諸説あるようですが、おフランスでは昔、3月25日
を新年として、4月 1日まで春の祭りが開催されていました。
1564年にフランスのシャルル9世が1月1日を新年とするグレゴ
リオ暦を採用したため、これに反発した人々が、4月1日を「嘘
の新年」として馬鹿騒ぎを始めたことに由来する説や、フラン
スでは、エイプリルフールのことをポワソン・ダヴリル（4月の
魚）と言いますが、子どもたちが紙に書いた魚の絵を人の背中
にこっそり貼り付けるといういたずらがありました。この4月の
魚とはサバのことで、ちょうどこの頃にサバがよく釣れるため、
こう呼ばれるようになったと言われています。
　日本に伝わってきたのは大正時代、「四月馬鹿」として広が
りました。4月1日は、中国伝来の風習で「不義理の日」とされ、
ご無沙汰してしまっている人たちに手紙などであいさつをして
日頃の不義理を詫びるための日とされてきました。
　この機会に、昨年発売されたロータリー100 周年記念切手
をお持ちの方も多いかと思いますので、コロナ禍でなかなか会
うことのできない大切な人に、Mailやメッセンジャーではなく
手紙を書いてみるのも良いかもしれません。
他ＲＣ出席 �實石君・大友君（3.28ＰＥＴＳ会長エレクト

研修セミナー（オンライン））、細澤君・大熊
君・大村君・渡邊（洋）君・山本君（3.27米山
梅吉記念館スタッフ会議）

欠席者（9名）
道前君、今田君、石川君、楠木君、
望月君、野口君、勝呂君、髙原君、
寺田君
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4月9日（金）
　会員卓話「2020年考」
� 会　員　　太田　昭二君

会員誕生日　　髙地　尚之君
結婚記念日　　渡邉　雅昭君

4月16日（金）
　外部卓話「クラフトビールの製造工程と日々の仕事」
� Mt.Fuji�Brewing施設長　　會森　隆介様
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ＰＥＴＳ報告

� 次期会長　　實石　　学君

卓 話

１ ．例会変更のお知らせ
沼 津 西…4/15（木）は裁量休会
　　　　　　4/29（木）は祝日休会
富士山吉原…4/29（木）は祝日休会
２ ．4/4（日）カウンセラー・米山奨学生オリエンテー

ション
３ ．5/29（土）地区大会（静岡）のご案内　ポストイン
４ ．「ロータリーの友」4月号　配布
５ ．4月のロータリーレート　1ドル＝110円

小林君…4月12日付で沼津港支店長兼務の辞令が発令
されました。お客さまへのサービスを低下させないように
「分身術」を身に付け、満足度向上を図りたいと思ってい
ます。
向坂君…本日より、幼保連携型認定こども園として0歳児
より受け入れを始めました。よろしくお願いいたします。
山本君…誕生日プレゼントありがとうございました。つい
に、50歳になりました。

　本年度のＰＥＴＳはコロナ禍のため、オンライン開催
となりました。朝から夕方までのZOOMによる会議で大
友次期幹事と別々の場所にて研修しました。
　2021-2022年度ＲＩ会長シェカール・メータ（インド西
ベンガル州）氏の研修テーマは『SERVE�TO�CHANGE�
LIVES －奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため
に』です。
　そのシェカール・スピーチに出てきたキーワードは、
「GROW�MORE�DO�MORE」もっと成長しよう、もっと
行動しよう。「もっと成長」は、会員を増やし参加者基盤
を拡げようということです。その手法として「each�one,�
bring�one�みんなが一人を入会させよう」「もっと行動し
よう」は、「ロータリー奉仕デー」を各クラブが実施して、大
きなインパクトをもたらそう、ということです。
　次に小林ＧＥによる2021-2022年度地区運営方針の
解説に移り以下の10項目の方針の説明を受けました。
①ＲＩ会長年度テーマのクラブへの浸透　②会員増強・
拡大に新たな視点を　③地区デジタルネットワーク網の
構築　④クラブ支援　⑤ＲＬＩ（ロータリーリーダー
シップ研究会）運営定着とクラブでの応用　⑥Ｒ公共イ
メージ向上とＩＴ活用　⑦Ｒ財団の活用と寄付増進　
⑧米山記念奨学会事業への理解と支援　⑨米山梅吉
記念館の利用と支援　⑩地区の予算削減を検討
　以上の地区運営方針を今、地区が置かれている状況
の解説も含め一つ一つ丁寧に解説をされました。

·第58回総会　2021.4.4（日）
　新型コロナ感染症対策のため清掃は中止となり、総会
のみの開催となりました。2020年度事業報告、収支決算
報告、2021年度事業計画、収支予算書が報告・拍手に
て承認されました。また、千本をよくする会の歴史につい
て、積君より有意義なお話を聞くことができました。
·事業計画 
１） 千本公園清掃奉仕予定 ＊千本公園八角池前集合
　4月4日（日）、6月6日（日）、10月3日（日）、
　12月12日（日）　※すべて午前9：00より
２） 緑化推進協議会や千本公園に関係のある各種公的

団体の事業に協力する。
３） 千本公園や千本松原に関する提言を当局に適宜行う。
４） 千本公園や千本松原に関する卓話をＲＣなどに行う。
参加者　山口君、髙原君、石渡君、積君、細澤君、渡
邉（雅）君、森藤君、野際君、野口君、横溝君、山本君、
白壁君、峯村君、清君、杉山君、渡辺（好）君、東君、
向坂君、事務局鈴木さん、積邦子様

千本をよくする会千本をよくする会

　午後からは会長エレクトと次期幹事は別々のブレイク
ルームに移りそれぞれＲＬＩ方式によるセッションが行
われました。
　朝から始まった研修は16：00過ぎに終了となりとても
充実した一日となりましたが、7月から始まる新年度に向
けてまだまだやらなければならないことや考えなければ
ならないことの多さや重大さに改めて気が付きました。
会員の皆様のご協力がなければ何もできません。任期が
終わるまで気を抜かずしっかりやっていきたいと思って
おりますので、皆様よろしくお願いいたします。

米山功労者感謝状　伝達米山功労者感謝状　伝達
ロータリー財団寄付認証状・バッジ　伝達ロータリー財団寄付認証状・バッジ　伝達

　米山功労者に感謝状、ロータリー財団寄付に認証状・
バッジが届き、伝達が行われました。多大なご支援に
感謝いたします。

·第10回米山功労者
　メジャードナー
　寺田　　鼎君

·第1回米山功労者
　野際　宏行君
　大村　愛美君

·マルチプルポール
　ハリスフェロー
　レベル1
　東　　宗徳君

·ポールハリス
　フェロー
　清　　マキ君
　村上　綾一君※
　山本　洋祐君※
※欠席のため報告のみ




