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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

● 3月3日 会長挨拶

皆さんこんにちは。

３月３日（木）連日春の陽気で仕事もはかどります。

今日はひな祭りです。

ひな祭りが今の形式になったのは江戸時代に入り女の子

の健やかな成長と幸せを願うための行事として定着しま

した。ひな祭りが３月３日に定められたのも、江戸時代

のころだと言われています。

由来は諸説ありますが、中国で行われていた「上巳の節

句」が日本に伝わってきたという説が有力だと言われて

います。今日は日本では女の子のいる家庭はひな祭りを

やっているのでしょうか？

一方世界に目を向けると、ロシアがウクライナに侵攻し、

何も罪のないウクライナの民衆大人も子供も多数の犠牲

者が出ているのは心が痛みます。戦争は常に悲惨な状況

を生み出します。

先月2月のロータリー月間は「平和と戦争予防 紛争解

決」月間でした。世界中のロータリアンがウクライナの

今の現状を心配していることでしょう。

ウクライナは2014年3月に黒海に面したウクライナ領

クリミヤ半島内の自治領「クリミヤ自治共和国」にロシ

アに自国民保護の名目で侵攻されています。そしてロシ

アはクリミヤ半島を違法に「併合」し現在に至っていま

す。旧ソ連圏のウクライナは、東をロシア、西はポーラ

ンド・ハンガリーなどEU圏、南は地中海へと広がる黒

海・アゾフ海に面している。まさにロシアとヨーロッパ

に挟まれる位置にあり、国内でも親ロシア派と親欧米派

が対立してきました。ロシア対EUの対立が背景にある

今回の侵攻は多くの国の政策変更に影響を与えています。

ドイツにおいては劇的に政策変更を行い、国防費を一気

に２％に上げそれに加え１００億ユーロ（日本の防衛費

の約２年分）を国防費に追加し連邦軍の装備強化などに

充てるというものです。EU各国はウクライナに武器の援

助を行っています。武器の援助より和平交渉に乗り出す

国がないのが残念です。「プーチン戦争」により多くの国

で影響が出ています。ウクライナにも早く春が訪れて欲

しいと願うばかりです。

● 山本会長宅の河津桜 ●
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● 3月10日 会長挨拶

皆さんこんにちは。

3月10日木曜日です。

日毎に暖かくなって来ているのを実感しています。

来週には春のお彼岸入りになります。連日ニュースでは

コロナとロシアのウクライナ侵攻が報道されています。

ロータリークラブにおいても、寄付金の受付が始まりま

した。私たちロータリアンにできる支援をしていきまし

ょう。

さて、明日3月11日は、東日本大震災から 11年目にな

ります。2011年（平成23年）3月11日金曜14時46分

に宮城県牡鹿半島の東南東沖130Kmを震源とする東北地

方太平洋沖地震が発生しました。

地震の規模はモーメントマグニチュード 9.0で、発生時

点において日本周辺における観測史上最大の地震で、こ

の地震による津波や原子力発電所の被害や事故がおきま

した。津波においては多くの人が犠牲に会い尊い命を失

いました。原子力発電所の事故においては、原子力発電

がもつ危険性について知りました。

先日ロシアが、ウクライナの原子力発電所に向けてミサ

イルを打ち込みました。ロシアはチェルノブイリ原子力

発電所の悲惨な事故を経験しているにもなぜそのような

ことが出来るのでしょうか、理解できません。

当時震源から遠いこの地域にいても大きな揺れを感じま

した。地震発生時に私は箱根十国峠の駐車場において重

機に乗り仕事をしていました。何か揺れてる感じがしま

したが、重機による振動かと思いましたが、レストラン

の方を見るとガラスが大きく揺れて今にも割れそうな勢

いで、地震だと認識しました。

ロータリークラブにおいては、国際ロータリー第2830

地区では、大震災直後から「被災地復興支援委員会」を

組織し、全国のロータリアンやクラブからお預かりした

技損金を基金として、2011年4月から2012年9月まで

の1年6か月の間被災地復興支援を行ってきました。私

たちの地域のボランテイア団体の多くが現地へ支援に行

きました。たとえ現地に行かなくても支援はどんな形で

もできます。

出来ることから始めましょう。

● 河津桜第二弾 緑香苑 様 置き場 ●

通称「りょっこうえん広場」

● 3月17日 会長挨拶

皆さんこんにちは。3月17日木曜日です。

日に日に暖かくなって今の時期は桃の花やミモザの花が

咲いてきています。明日からは春の彼岸に入ります、今

の時期お花屋さんはお墓参りの花や、卒業式や送別会な

どの花束の注文で１年のうちとても忙しく働いています。

これから4月にかけて明るい話題のニュースが多くなる

といいなと思っています。

そんな中ニュースではロシアのウクライナ侵攻が連日報

道されています。多くの市民が犠牲になり悲しくなりま

す。ロータリークラブではウクライナ支援の為多くの活

動がされています。

青森ロータリークラブでは、商業施設内においてロシア

の軍事侵攻を受けているウクライナの人たちを支援しよ

うと言う取り組みで募金活動を行いました。募金は2日

間で40万円が集まったそうです。

我々RI2620地区においては、ウクライナ災害支援補助金

としてDDF4万ドルを寄贈しました。との報告がありま

した。以下の通りです。

3月8日にウクライナへの災害救援補助金として、ロー

タリー財団の地区財団活動資金（DDF）の次年度繰り越し

分の中から40､000ドルを寄贈しました。このDDFは2620

地区ロータリアン一人一人の年次基金と恒久基金によっ

て支えられているものです。このような緊急支援が必要

な時に当地区が迅速に行動できること、改めて皆様に感

謝するとともに、皆様の奉仕・支援の真心がウクライナ

難民の方に少しでも助けになればと考えております。

また、3月4日にガバナー事務所よりお知らせしました

ように、クラブ又はロータリアン個人もロータリー財団

に寄付することが出来ますので、こちらのお取り扱いも

よろしくお願いいたします。

避難される方々の人数はこれからも増え続けることが予

想されていますので、現地の皆様に一日でも早く役立つ

支援につながることを切望しての今回のDDF寄付とご理

解くださいますようお願いいたします。

時節柄、お身体大切にお過ごしください
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● 3月24日 会長挨拶

皆さんこんにちは。3月24日木曜日です。

静岡県に出されていましたコロナ蔓延防止措置が21日

に全面解除されました。長い期間例会も休会となりロー

タリークラブに対する皆さんのモチベーション維持も大

変だったと思います。

季節は冬から春に代わりつつあります。先日ソメイヨシ

ノの開花宣言が出されました。今照手桃（花桃）のピン

クや白色の花が満開になっています。花桃は実のなる桃

よりも花が美しく花期がウメとサクラの間になり観賞用

樹木として花が改良された品種です。御用邸記念公園の

駐車場周辺に多く植えられていますので、見学に行かれ

るのも良いでしょう。

さて、3月は水と衛生月間です。一昨日22日火曜日は「世

界水の日」でした。日本では蛇口をひねれば当たり前の

ように飲料水が出てきますが、ここまで水道設備が整っ

た国は世界でも稀です。

最近ではコンビニエンスストアやスーパーでミネラルウ

ォーターを買うことが当たり前になってきましたが、そ

もそも日本以外の先進国では水道水は飲料水ではなく、

飲料水はお店でお金を出して買うという文化の国が多い

のが現実です。その水が原因で亡くなっている人が１年

間に世界で340万人もいるそうです。日本では当たり前

のように安全な水が手に入りますが、発展途上国では水

不足であったり、そもそも衛生状態の悪い水しか手に入

らず病気に罹ったりすることにより、90秒に1人が水に

関連した病気で亡くなっています。

ロータリー財団への寄付により支援を必要とする地域社

会での、人々の人生を豊かにする持続可能なプロジェク

トに生かされます。寄付によって実現したプロジェクト

の例として、ナバホ族（アメリカ先住民族）の家族への

安全な水の提供 タンザニアの村での浄水システムの設

置と衛生状態の改善など安全な水と適切な衛生設備を必

要とする人たちを支えます。当たり前に水を飲めること

に感謝してロータリー財団への寄付を検討してみてはど

うでしょうか。

● 照手桃と季節先取りのアジサイの花 ●

※ 週報に記載致しましたお花の写真は,山本会長より

頂戴致しました。

● 3月31日 会長挨拶

皆さんこんにちは。3月31日木曜日です。

来週からは例会が再開します。PETSも終了し土屋次年度

が動き出しました。私の会長としての任期もあと２か月

となりました。ゴールまであとわずかですので頑張って

ゴールテープを切りたいと思います。

さて、サクラのソメイヨシノが満開を迎えています。沼

津市内にも多くのサクラの名所があり門池公園や香貫山

など多くの人が訪れています。

一般的にサクラと言えばソメイヨシノや河津サクラを想

像すると思いますが、サクラの種類がどれくらいあるか

調べたところ栽培品種を含め江戸時代までには300種を

超えるサクラが存在していたとされ、現在では固有種を

含んだ10類の基本の野生種を基にこれらの変種以下の

分類を合わせて100種類以上の自生種があり、さらにこ

れから育成された栽培品種が 200種あり、分類によって

は600種を超えるとされっています。

サクラの語源は、日本神話に登場する木花咲耶姫（この

はなさくやひめ）の「さくや」から来ているという説が

あります。木花咲耶姫は木の花（桜とされています）の

ように美しい女神で、天照大御神の孫である瓊瓊杵尊（に

にみぎのみこと）の妻です。

また他にも「咲く」という言葉に意味する「ら」を加え

て「さくら」としたという説もあります。自分の感覚的

には日本神話に由来したという説の方が有力です。ソメ

イヨシノは歴史的には新しい品種で、江戸時代中期から

末期に園芸の盛んだった江戸郊外の染井村で誕生しまし

た。植木職人が挿し木や接ぎ木で増やし売り出したと言

われ、明治時代以降に広まったものです。挿し木とは、

原木から枝を切り、その枝をそのまま土や水に挿して育

てる方法で、接ぎ木は元となる木に切れ目を入れ、そこ

に原木から切った枝を挿して育てる方法です。

ソメイヨシノは一斉に咲き乱れ皆喜び、一斉に散ってい

き葉っぱには虫がつき皆見向きもしなくなる儚いもので

す。

● 他クラブへの出席者

下田 朗弘、成田 みちよ(2/23 地区チーム研修セミナー)

植松 正(2/26 第6回RLIミーティング(DL研修))

土屋 昌之(3/8 RI規定審議会プレ勉強会)

土屋 昌之、渡邉勝也(3/13 RLIパートⅠ)

成田 みちよ（3/17女性会員のための未来Designセミナ-)

成田 みちよ(3/19 米山記念奨学生 期間終了式)

土屋 昌之、渡邉勝也(3/21会長エレクト研修セミナー

(PETS))

土屋 昌之、井上 武雄(3/22 地区補助金管理セミナー)

出 席 報 告
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1、他クラブの例会変更等

① 第2620地区HPの例会変更案内では、静岡第2グ

ループは殆どのクラブが3月中休会ですが、沼津

北RCクラブは29日(火)例会開催予定となってい

ます。

2、報告・連絡事項

① 地区研修・協議会が4月24日(日)13:00～16:00

オンライン開催されます。

登録義務者は次期会長・幹事に従ってください。

② 地区大会2日目が5月22日(日)13:00～16:20甲府

のYCC県民ホールで開催されます。

参加希望者は、登録締切りが 4月7日のため

3月31日(木)までに事務局までお申し出ください。

なお、当日は行き帰りとも大型バスで沼津北 RCと

同行の調整中です。

また、昼食はお弁当を車中食。

恒例の大懇親会は行わず夕食用のお弁当を持ち帰

りとなっています。

③ 3月24日(木)12:30～13:00に臨時理事会を開催

しますので、理事の皆様はよろしくお願いいたし

ます。

協議内容：1) 地区研修・協議会登録料について

（振込期限4/1）

2) ウクライナ災害救援金について

★ 理 事 会 報 告 ★

1, 報告事項

① 2月26日(土)開催予定だった米山記念奨学生 新年

交流会は、中止となりました。

② 米山記念奨学生期間終了式が、3月19日(土)10:10～

12:00グランディエールトーカイで開催されますが、

鈴木和憲カウンセラーは欠席になります。

③ 沼津RCより3月5日(土)開催予定の創立70周年記

念式典を中止するお知らせが届きました。

④ 3月8日(火)16:00～18:00 Zoom開催の「ＲI規定

審議会プレ勉強会」に山本会長の代理で土屋副会

長が出席することになりました。

2, 協議事項

1 静岡県に発出されている「まん延防止重点措置」期

間の再延長の可能性がまだあります。

・休会を延長するか → 3月末日まで休会とする。

2 4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

・別紙プログラム → 承認

3 地区主催で3月17日(木) 11:00～16:00 甲府駅北

口のレストランにて、「女性会員のための未来

Designセミナー」が開催される件について（自由

参加）

･成田君の出席につき、メークアップ扱いにする

→ 承認

･参加費および交通費（沼津駅→甲府駅/往復）

を拠出 → 承認

④ 次回臨時理事会の開催日について

（3月中休会になった場合）

・まん延防止重点措置期間が再々延長の場合

3月24日(木)12:30～13:00（Web）とする → 承認

★ 臨 時 理 事 会 報 告 ★

1, 報告事項

① 地区奉仕活動委員会セミナー（Zoom）のご案内が届

きました。

日 時：4月29日(金)13:00～16:15開催

出席義務者：現クラブ会長・幹事、

クラブ奉仕委員長、新会員(3年未満)

② 5月22日の地区大会2日目の登録者は現在1名です。

（登録締切り4月7日）

2, 協議事項

1 4月24日(日)13:00～16:00Web開催の地区研修・

協議会の登録料について（振込期限4/1）

→ 承認

2 ウクライナ災害救援基金への支援金について

・ウクライナの被害状況を鑑み個人寄付金に加えて、

クラブからも支援金を拠出してはどうか

理由：今年度の例会が前期 8回後期8回の休会になり、

年間予算の例会食費未了分があります。

例会食費未了分より全額ではないが拠出

してはどうか？

・この案を理事会で決するのではなく、4月7日の例会

時に総会として出席会員の賛同を得てから決定とする

→ 承認

（なお、出席会員に2通りの内容で挙手により決する）

● ZOOMを利用したオンライン理事会の様子 ●

幹 事 報 告
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1.他クラブの例会変更等

① 富士山吉原RC：4月7日(木)お花見夜間例会を通常

例会に変更 MU：なし

4月21日(木)祝寿の会のため西山温泉慶雲館に変更

MU：なし

2.報告・連絡事項

① 地区大会2日目が5月22日(日)13:00～16:20甲府の

YCC県民ホールで開催されます。

参加希望者は、登録締切りが 4月7日のため本日中

に事務局までお申し出ください。（現在1名）

なお、当日は行き帰りとも大型バスで沼津北 RCと同

行の調整中でしたが、沼津北 RCが30名以上の参加

希望があったため同行は不可となりました。

② 3月24日(木)の臨時理事会において、ウクライナ災

害救援金について今年度の休会16日分の食費を考慮

して、クラブからも拠出する提案があり、4月7日(木)

の例会時に出席会員の総意をお諮り致したく、総会と

しての時間を取ることにしました。

多くの皆さんのご意見を頂戴するには時間を必要と

しますので、良い提案がありましたらお伺いしますが、

一応下記のように拠出の賛否および金額を 2通りに

絞り提案します。

当日挙手により決を採りたいと思いますのでご勘案

下さいますようお願いいたします。

・個人寄付に加えてクラブからも拠出することに対して

賛成 or 反対

・賛成の場合金額

第2620地区 米山記念奨学生 期間終了式が3月19日(土)

静岡市葵区紺屋町に有ります、グランディエールブケト

ーカイ 4階シンフォニーにて、開催されました。

新型コロナウィルスに翻弄された１年でしたが、奨学生

の皆さんは勉学に励みながらカウンセラーや世話クラブ

との交流を通してロータリー精神を学び、日本文化にも

親しんでいただき有意義な学生生活を送られたことと思

います。

沼津西クラブにて、お世話をさせて頂きました、グエン・

テイ・アンダオさんも無事に期間終了式を迎えられまし

た事をご報告致します。

3月31日 幹 事 報 告

お 知 ら せ


