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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

9月9日 会長挨拶

皆さんこんにちは、9月9日（木）です。新型コロナウ

イルス感染拡大防止緊急事態宣言による例会休止も１

か月たちました。状況は１か月前とさほど変わってい

ないように思いますが、私はコロナワクチンの２回目

の接種を一昨日７日（火）に打ちました。昨日の午後

から38.6度の熱が出ましたが、夜には熱も下がり平常

に戻りました。

さて本日9月9日は、皆さんご存知の通り？カーネル・

サンダースの誕生日です。「ケンタッキー・フライド

チキン」の創始者です。世界中のロータリアンの中で

一番知られている人物ではないでしょうか。

1890年9月９日アメリカインデイアナ州のヘンリービ

ルで生まれました。今週は各地のロータリークラブの

会長挨拶で「カーネル・サンダース」の話がされてい

ることと思います。

カーネル・サンダースの本名は、ハーランド・デー

ビット・サンダースというそうです。

「カーネル」とは陸軍大佐の名誉称号をケンタッキー

州知事から受けたのに伴い、「カーネル・サンダー

ス」と呼ばれ親しまれるようになったそうです。

コロナ禍において、連日ケンタッキー・フライド・チ

キン香貫店のドライブスルーは多くの車が並び、道路

まではみ出し交通渋滞が起きて周辺ではケンタッキー

渋滞と呼ばれています。

お店の前に立っているカーネルおじさんの襟元にはロ

ータリークラブのバッジがついているそうです。

カーネル・サンダースは、若い時からロータリアン

として熱心に活動を続けていたそうです。

1919年29歳の時にインデイアナ州のジェファーソン

ビルロータリークラブのチャーターメンバーとして

入会し、同じケンタッキー州のジェルビービルロータ

リークラブのメンバーとして活躍し、1980年、90歳

でその生涯を閉じられました。カーネルサンダース・

ロータリークラブと検索すること色々出てきますので

一度検索してみてはどうでしょうか。

＜他クラブへの出席者＞

植松 正 (8/22 第１回RLI ミーティング)

下田 朗弘 (8/23 IAC 松本先生と Zoom 協議)

内田 逸美 (8/31 沼津北 RC)

山田 和典 (9/14 沼津北RC、9/21 沼津北RC)

植松 正 (9/26 第2回RLIミーティング(DL候補者研修))

内田 逸美 (9/28 沼津北 RC)
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9月のプログラム

9 月2 日(木)

9 月9 日(木)

9 月16 日(木)

9 月30 日(木)

新型コロナウィルス感染拡大防止

策の為、休会となりました。

10月のプログラム

1403回 12:30

10月7日 (木)

米山梅吉記念館 クラブフォーラ

ム②奉仕プロジェクト委員会

10 月16 日奉仕デーについて

1404回 12:30

10月14日(木)

アクアガーデン迎賓館

米山梅吉記念奨学生 卓話

グェン ティー アンダオさん

1405回 12:30

10月21日(木)

アクアガーデン迎賓館

クラブフォーラム③

会員増強維持委員会

1406回 12:30

10月28日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

保護司 芹澤 徹 様

11 月7 日(木) 祝日週休会

例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37

アクアガーデン迎賓館沼津

℡ 055-920-5200

事 務 局 久松会計事務所内

TEL 055-961-2050 FAX 055-961-2600

E-mail : numawestrc@gmail.com

例 会 日 毎週木曜日１２：３０点鐘

広報委員長 成田 みちよ / 編集者 成田 みちよ
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★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

ありません。

2.連絡事項

① 9月16日12：30よりお試しオンライン例会を開催し、10名

の参加がありました。

ご協力有り難う御座いました。

② 次回例会は、10月7日(木)12：30～米山目吉記念館で

の例会になりますのでお間違いなきようお願い致します。

尚、プログラムはアンダオさんの都合で14日と振替になり

ました。（会場は変わらず）

お弁当を手配する都合上9/30までに事務局に出欠の連

絡をお願い致します。

③ RI第2740地区の佐賀・長崎豪雨災害支援について、9

月9日の理事会に於いて支援金振込期限の都合により

会員人数×千円を支援金拠出と議決しました。

10月7日より徴収しますのでご協力をお願いいたします。

④ 10月16日(土)は、愛鷹運動公園にて沼津西RC杯少年

サッカー大会を開催します。10月7日のクラブフォーラム

で詳細な説明がありますので、当日のご協力をお願いい

たします。

また、当日の出欠席を7日に伺います。

★ 臨 時 理 事 会 報 告 ★

1, 連絡事項

① ガバナー公式訪問合同例会は中止となりましたが、

会長・幹事会は当初予定の19 日10 時よりZoom

開催しました。その後ガバナーの挨拶原稿が届い

ています。

② 8 月30 日に「日本のロータリー100 周年ビジョ

ンレポート2020」の回答書を提出しました。

（回答者7 名）

③ 9 月1 日に2024 25 年度ガバナー提案書（推薦

書）を無記名で提出しました。（返信回答11 名）

④ 2023-24 年度ロータリー平和フェロー募集要項が

届きました。

⑤ 9 月7 日に沼津RC より沼津4 クラブ合同例会延

期の案内が届きました。

2，協議事項

① 10月度例会プログラムの件 クラブ管理運営委員長

土屋 昌之 君 別紙にて承認とする。

② ガバナー事務所よりRI 第2740 地区の佐賀・長崎

豪雨災害支援についての案内が届きました。

（支援金受付期間9 月1 日～15 日）

・会員数×一律金額を振り込み、後日会員から徴収

で如何か → 承認とする。

③ リモート例会開催の件

8月19日の会長・幹事会においてガバナーの要望に

もありましたが、休会が長期化し会員の気持ちがロ

ータリーから離れる可能性もあり、リモート開催等

の検討をお願いしたいとのこと。

・16 日(木)あたりにZoom 等で有志のみでも試みては

どうか → 承認とする。

これについて会員に取扱説明および可能な設備所有

の確認が必要

④ 10 月16 日(土)の奉仕デー開催について

・別紙資料 → 承認とする。

⑤ RI 第2620 地区より次年度米山記念奨学委員会委員

に、成田みちよ君を推薦して頂きたい旨の連絡が

ありました。

・現年度会長および次年度会長の諾否 → 承認とす

る

★ 会 長 挨 拶 ★

●● 会長挨拶 9 月2 日 ●●●●●●●●

皆さんこんにちは、9 月2 日木曜日会長挨拶をさせて

頂きます。

9月に入り気温も急に下がり過ごしやすくなり、秋が

近づいてきた感じがします。

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今年は少し早い気

がします。昨晩は、激しい雨が降り続きましたが会員

の皆様被害はどうでしたでしょうか。我が家の前の農

業用水路も泥水が田んぼまで流入し稲の生育が心配で

す。収穫まであと少しこれ以上の被害はあって欲しく

ないです。

今月も、新型コロナウイルス感染拡大防止の為例会は

休会とさせていただきます。

ZOOM での例会開催を検討しますが、基本は Face to

Face であると私は考えます。早く皆さんと顔を合わせ

ての例会再開を願うばかりです。

新年度が始まったばかりですが、次年度に向けて始動

し始めている地区もあります。第２５８０地区では、

会長エレクト研修の一環としてプレ PETS クール1が開

催されたようです。沼津西ロータリークラブにおいて

は細則第３節に基づき進めていきます。

さて、連日東京パラリンピック競技において、メダル

ラッシュが続いていて唯一明るい話題であると心が癒

されます。ロータリークラブ関連では、国際ロータリ

ー第2700地区の福岡中央エンジョイロータリー衛星ク

ラブ所属、道下美里さんが、９月５日（日）パラリン

ピックの女子マラソン 視覚障碍者の部に出場されま

す。

2016年リオデジャネイロパラリンピック銀メダリス

トでもあります。そして2020東京パラリンピック金

メダル候補でもあります。皆さん応援しましょう。
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●● 会長挨拶 9月16日 ●●●●●●●●

皆さんこんにちは、9月16日（木）今回は、コロナ休

会が続く中、参加可能な方に対して試験的にオンライ

ンの例会を開催させていただきました。今後は、クラ

ブフォーラム等において公共イメージ向上委員会を中

心にオンラインによる例会方法等をやっていただける

と思います。

本来であれば、感染対策をしっかりとして会員同士が

顔を合わせて行うのがベストではありますが、

10月に入れば通常通り例会が行われます。会員の皆さ

んと会うのを楽しみにしています。

沼津市においてはコロナ感染者が昨日8人累計1400人

報告されています。ワクチン接種も進み早く感染者が

減少することを願うばかりです。しかしながら、収束

まであと2～3年はかかるともいわれています。

さて、来週20日月曜日は、彼岸の入りです。敬老の日

でもあります。以前は敬老の日と言えば15日と決まっ

ていたのですが、第3月曜日になってしまいました。

沼津市の100歳以上の人口は男性２２人女性１１６人

合計138人もいるそうです。我が家には86歳の両親が

いますが、この2人も今の健康状態だと100歳くらい

は生きそうです。

お彼岸と言えば、彼岸花を想像すると思います。彼岸

花は有毒植物として知られています。

彼岸花は、秋の彼岸頃、突然に花茎を伸ばして鮮やか

な紅色の花が開花することに由来しています。

別の説として、これを食べた後は「彼岸（死）」しか

ない、という説もあります。日本列島では、水田の畔

や墓地に多く見られ、人為的に植えられたと考えられ

ています。その目的は畔の場合ネズミモグラ、虫など、

水田に穴を作り水漏れを起こさせるなど、水田を荒ら

す動物がその鱗茎の毒を嫌って避けるように（忌避）

するためと言われています。近年水田が減って彼岸花

を見る機会も少なくなってきたように思います。私の

家の周りでも水田を埋め立てて住宅になっているとこ

ろが多くなりました

自然を感じる機会が少なくなって少し寂しい感じがし

ます。皆さんは、身近に自然を感じる時がありますで

しょうか？

以上会長挨拶とします。

●● 会長挨拶 9月30日 ●●●●●●●●

皆さんこんにちは、9 月30 日（木）です。

明日から 10 月朝晩めっきり涼しくなりました。外で

労働する自分としましては、労働環境に適した季節に

なりました。

さて、「グリーンインフラ」と言う言葉をご存知でし

ょうか朝日新聞2020 年4 月11 日掲載された、自然の

力を生かして住みやすい都市を作る～グリーンインフ

ラ～東京農業大学地域環境科学部 造園科学科 福岡孝

則准教授が東京都町田市において、市と東急電鉄が駅

つながる商業施設と公園を一体化させたまちづくりプ

ロジェクトに携わった記事があります。

グリーンインフラとは SDGs（持続可能な開発目標）

の１１.住み続けられるまちづくりを、13.気候変動に

具体的な対策を などに大きく貢献する考え方で、自

然環境が有する多様な機能を活用した持続可能で魅力

ある国土・地域づくりに注目が集まっています。沼津

市においては、以前沼津セントラルパーク構想などが

話題になりましたが、どういったものだったかが記憶

にありません。

沼津駅高架化に伴い、駅前再開発が行われていますが、

それは道路を整備して周辺に建物を建てる計画です。

都会と違い沼津は自然が多いと思われますが、町中に

おいては、都会のほうが緑化は進んでいます。街路樹

においても都会は自然樹形に近い形をとっていますが、

沼津市の街路樹は電線がある関係で頂部を止めていま

す。駅前再開発に伴いもう一度緑について考えてみて

も良いのではと思います。

沼津市も市議会議員も、視察に行くならばこのような

場所にぜひ視察に行ってもらい、沼津市を緑・花いっ

ぱいの街になる様お願いしたいと思っております。昔

の市議会議員（私の父親含む）も数多くの都市に視察

に行ったけれど、今に反映されていないように感じて

います。

以上会長挨拶とさせていただきます。来週は米山梅吉

記念館で通常例会です。


