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杉山明

第 2749回例会

《司 会》  新聞 佳子 君

《合 唱》  「それでこそロータリー」

《BGM》   「メンデルスゾーン&ブルッフ

ヴアイオリン協奏曲」

《グスト》  なし

《ビジター》 なし

《本 日のお祝い》

お誕生 日

1月 21日  松下 陸朗 君
11月 25日  高柳 正雄 君

《会長挨拶要旨》

『■ottinai』 佐橋 徹 会長代行

皆様は “もつたいない"と い

う日本語を全世界に必要なキーワー

ドとして広めたい と考えた外国

人をご存知のことと思います。

2004年にノーヘ・ル平和賞を受賞 し

たケニアのワンがり・マータイ夫人です。

彼女が平成 17年 に来 日した際

1997年 に京都で開催された地球温暖化防止会議 (こ の会議

で京都議定書が採択されました)関連行事のため来日した折

に、“もつたいない"と いう日本語を知ったとのことです。

生活のすべてに “もつたいない “の気持ちが必要ではあり

ますが今日は「食品の無駄」のお話です。

現在、日本では 1年間に破棄される食料ロスが 600～800万

トンに及んでいます。この量は実に日本全国のコメ農家が生産

するコメと同量になりつつあります。また国連が全世界に対し

て援助 している食料の約 2倍に当たる食品を日本では破棄

していると新聞にありました。この様な莫大な食品ロスは、生

産に必要な電気、石油などのエネルキ一`、水、動物の飼料、植物

の肥料、生産者の労働力、そして、生産地から消費地に輸送

するための石油、冷凍に使われるエネルギー、輸送にかかる労働

結婚記念日

該当者なし

平成 28年 1月 21日 天候 晴

力のすべてが無駄になり、さらに、破棄するためにも無駄な

エネルキ・―、労働力、費用も必要となり、焼却すれば C02が発生

し、放置すればメタンカ
｀
スが発生して、このいずれもが大気汚染

と地球温暖化をもたらすことにつながる恐れが生じます。こ

の様に食品ロスは全く有害無益であります。

現在は8人に 1人が栄養障害の状態だともいわれていま

す。この様な現状からみても、やはり、我々は “もつたいな

い"精神を常に忘れてはならないと思います。なお静岡では

全国に先駆けて食品の無駄を低減すべく「フート・ドンクふじの

国」が活動していると聞きました。

しかし“もつたいない"は結構ですが、度が過ぎますと“み

つともない"に もつながることもありますので、ご用心が必

要と思います。

≪委員長・ リーダー 上半期業績・下半期計日発表》

●クラブ会報 グループ 鈴木寿人 リーダー

上半期は第 2722号 から第 2745号までの会報を発行、市内

7クラガ合同例会の案内ちらしも作成しました。会報作成方針

は「例会にて 報告・実施した内容を整理し記録に残し、会

員の情報源となるよう工夫する」ことで会員間の情報共有に

つながればとすすめています。9月 3日 の理事会にて「卓話

原稿が無い場合は、写真・画像テ・―夕などを工夫して原稿起こ

し作業なしに会報作成作業を効率化すること」を理事会承認

いただきました。下半期も会報作成作業の効率化をはかり、

会員相互の情報共有の場として今後も工夫していければと

思つております。

●ロータリー情報 グループ 伊藤洋一郎リーダー

新入会員については、前期に 3名 の会員に新会員のオリエンテ
ーションを行いました。

高石優子会員 宮城展代会員 為国浩二会員

入会後の既会員との融和の協力についても、随時対応して

参りました。後期についても引き続き新入会員への正確なロ

ータリー情報のオリエンテーションを続けてゆきたいと考えています。

●クラブ管理運営 委員会 中嶋達郎委員長

クラフ・管理は6委員会を以つて構成をしております。 (クラフ・

奉仕,出席,親睦,フ
・ロク・ラム,ソンク

｀
,SAA)各委員会は年間行

事に添って上期の予定を全て実行してきました。特に出席率

は、第 4分区平均の 89%をクリアしている事、又、親睦委員会

を中心にした、対新潟東ロータリークラフ
｀
との交流会には 18名 の会
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員が参加し楽しく交流を行い新潟の皆さんに大変喜んでい

ただいた事など、それぞれの委員会が上半期を無事終了しま

した。下半期も行事計画に沿つて実行して行きます。

●クラブ奉仕 グループ 柴田害之助リーダー

クラフ・奉仕は 5月 5日 にホテルアツシアにてチャリティーコンサートを行い、そ

のチャリティー金 を東ロータリークラフ
・に寄付 したい と思います。

●プログラム グループ 村松三治リーダー

上半期 10回の来賓卓話、7回の会員卓話を実施しました。

下期は来週 28日 以降、15回を予定しております。

●ソング グループ 佐野哲―リーダー

ソンク・ク・ルーフ
゜
としてはご覧のごとくリキーマウス役で、オープニング

セレモニーとしてメン′ヽ・―が毎例会頑張つています。体調不良な時気

分が滅入つている時はリス'ムが遅れ手がヒハ`イント・になりやすく

気分が高場し体調万全な時は腕の振 りが早くなつたりして

内心慌てることになります。それを皆さんに気づかれぬよう

にやるのがソングメンハ・―個々の技術です。

ソンク
｀
リータ一`が好きで好きでたまらないと言 う方が現れるこ

とを望みつつ前期報告を終わらせていただきます。

●SAA(会場監督)グループ   杉田至弘リーダー

川崎会員と二人で務めました。

大きな役目は例会場の雰囲気つくりでしょうか。

① 年間 46回 ある例会はロータリー親睦交流活動の原点と考え

2ヶ 月毎に座席を変更し会員相互の交流を活発にする

という事を考え、年齢、年功、出身母体、趣味などを参

考に座席を決めました。

② 事についてはホテルアツシアの協力を仰ぎ年間6回をカレーライスに

して頂きました。RCの食事はハ`ラエテイに富んで、美味し

く、楽しいものを と期待しています。毎年恒例の神野

会員による「土用の■の日」のうなぎの提供は大変人気

があり丑の日が年 2～ 3回あるといいと思います。

③ 会場の雰囲気つくりということで毎回 BGMを流してい

ます。季節感や外の明るさを考慮していますがあくまで

BCMな どで日立ち過ぎていけないとクラシック、シ
゛
ャス
゛
、ミューシ・

カルソンク・、ハープ演奏など多彩な CDを持ち込んでいます。

これからの予定は特に決まっていませんのでリクエストがあ

ればご指示下さい

●ロータリー財団・米山 委員会  望月庫弘委員長

今年度の地区補助金管理セミナーが 1月 24日 に開催され、南

部特別支援学校での植栽活動に 7万 9,400円 が交付されま

した。ク
｀
ローハ・ル補助金の活用についても機会を待つことにし

ています。今年度のロータリー財団の優先項目の第 1は 2018年ま

でのホリオの撲滅です。ワクチン由来ホリオウイルスによるホ・リオの患者数

はホ
゜
リオの非常在国では4例から22例 と増加しています。ホ・

リオの発症を防ぐためには、産まれてくるこどもたち全員にワ

クチンを投与することが必要です。ロータリーカードを作つて頂くと使

用金額の 03%がロータリー財団に寄付されホリオ撲滅のために使

われますのでロータリーカート・でホリオの撲滅にご協力下さい。

●ロータリー財団 グループ 戸塚敦雄リーダー

例年当クラフ
｀
では,―タリー財団への寄付を特別会費 として 100

卜・ル実施 していますが、今年度はロータリー財団への寄付を力
｀
ハ・ナ

ー目標 として 150ド ル、ホ
゜
リオフ

゜
ラスに 30ド ルを掲げています。当

クラフ'に 於きま しては理事会にて審議 を頂き、●―タリー財団ヘ

1,000円 、ホ・リオフ
・
ラスヘ 1,000円 上乗せ して実施 させて頂きま

した。また 11月 のロータリー財団月間には、国際親善奨学生と

GSEの学友の方を代表 して 2011年から2012年度 GSEと して

オランタヘ`ホームステイされた高橋知子 さんに来賓卓話を実施 してい

ただきました。現在下期の活動は特に予定されていません。

2月 に,―タリー財団へ年次寄付を送金致 します。

●米山 グループ 神野一成リーダー

10月 15日 職業奉仕・親睦との共催で長泉の米山記念館を

訪問。勝山ハ
゜
ストカ

｀
ドナーによる講演の後、米山記念館の職員に

よる説明を受け、米山翁の偉業を改めて再認識 し昼食後 とら

や工房にある吉田五十人設計による東山 1日 岸邸を見学。その

後大角 さんのご尽力で富士御殿場蒸留所見学、おいしいウイス

キーを飲み静岡に帰 りました。

≪スマイル報告》

氣屋 雄太郎君   先 日、肥田会員の会社に商用で伺い、

いろんなお話をしている中、ホ―゙リング場も

経営されていることを知 り、1/22(金 )支

店内ボーリンク
・

大会を実施することにしま

した。労働組合もホ・―リング大会をやつてい

るので今後は是非利用させて頂きます。

肥日会員の会社が手広 くホ・―リンク
゛
場 もや

っていることにスマイルします。今後とも宜

しくお願いします。

佐橋 徹 君    先週例会終了後に 自利会員 松下会

員 と特養 「なごみ」へ皆様方から御提供

戴いたタオルをお届けしてまいりました。静

岡新聞にも掲載されました。村松会員あ

りがとうございました。
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高柳 正雄 君

中嶋 達郎 君

松下 陸朗 君

誕生 日のお祝いありがとうございま

す。晴れて前期高齢者となりました。女

性の皆さん、優しくして下さい。

クラフ・管理委員会に所属する6委員会の

皆さん、上半期の活動行事を無事全て終

了した事に感謝してスマイル!

誕生日のお祝いを頂きまして有難 うご

ざいます。特に本人は嬉しくも悲しくも

ないのですが・・。今も祝つてくれるの

はカノシ
｀
口と,―タリークラフ

｀
のみです。感謝して

スマイルします。

昨日4人 目の孫が誕生しました。

男の子です。これで孫は男の子 2人、女

の子 2人です。

古橋 岡」俊 君

《クラブ会報グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー 鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真・画像デー

タなど工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効

率化する」ことを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきま

した。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

く会報作成 :長島 秀親>

《出席報告》

出席 MU 完全欠席 確定出席率

1/21 51(47) 12

1/14 51(48) 7

1/7 51148) 8 b 3 93 75%


