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「富士山百景「おお、絶景かな」

会 長 挨 拶

岸 本 泰 次

こんにちは
開けても暮れてもコ
ロナウイルスの新規感
染情報のニュースが目
と耳に入ってくる毎日
です。
すでに日常の生活が
コロナ感染にかからな
い事が、第一条件で生
活をしなければならな
い、状態が続いていま
す。
静岡県内も特に西部中部東部と各市町村から新規感染
者が続出しています。また変異性コロナウイルスも新た
に静岡県にも感染者が出ています。
私もそうですが、コロナウイルス感染に罹った時のさ
まざまな後遺症の怖さは分かっているつもりですが、身
近に感染者が出てその怖さが身に沁みなければ、慣れが
先行し、今日も新規感染者が何処、何処の県が最多で静
岡県は何人か、富士市で出ているかいないかで、他人ご
とのように終わってしまう。
慣れは非常に怖いことだと思います。もう一度、初心
に帰り、三密、ソーシャルディスタンス、手洗い、マス
クの着用を徹底し、緊張感を忘れず、先の見えない今の
状況を判断しながら、毎日を送らなければならないと思
います。皆様くれぐれも気を付けましょう。
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★私のスマイル
植田眞晴君 何かいい事がありますように！

２月 ３ 日

職場見学会

２月24日
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〔ビジター〕 和田三郎君（新富士RC）

クラブフォーラム (社会奉仕について)

〔Aグループ〕
・岩本山公園の整備→１回／年を３回／年
（草取りetc) (ハイキングコースの掃除など)
・フードバンク・０円食堂などへの支援
（コロナ禍で存在感を）
〔Bグループ〕
コロナの影響で子供達の外出も限られており、岩本山公
園を中心に作った方が良い。
・岩本山公園の整備事業について
・富士市からの要望を聞き出す
1.市との共同事業はなるか？
2.単独事業となるか？
例）・階段を少なくしてバリアフリーにする
・３年後の60周年に継げられる事業がいいのでは
・一度役員で現場を見に行ったら？
・展望台の横のエリアは整備されていないようだが？
・植えた桜に関して、一度枝を切ってもらったらどうか？
〔Cグループ〕
・今行っている奉仕作業をどのようにしていくか。
（コロナ禍で）
・岩本山の作業について、日本語学校の生徒は入れない
（クラブ単独で）
・植樹を増やす（寂しい所があるので）
↑見積をとりすすめていく。
・桜をどうするか(50年経っている)対策をしていく時期
・10周年の時に1000本植えた。
・クラブから市に投げかけてすすめる。
・他の奉仕活動については継続していく。

〔Dグループ〕
・長年やって効果が出る事業、地域社会に貢献している
・主に岩本山整備事業をすすめる、補助金の対象に効果
・岩本山桜の木を新たに植樹する他
・岩本山の公園全体に目を向け建物、ベンチ、石碑周辺
の整備、数年かけ毎年日時を決め実行する。
〔Eグループ〕
・岩本山整備事業に力を入れ桜の植え替え(ソメイヨシノ）
非接触型の事業
・多少予算を圧縮してでも岩本山整備事業
・富士山と蠟梅のセットで写真がとれるように高台を作る
・ロータリー全体でコロナに対して何かしらの医療関係
者への補助事業

下 期 クラブ 協 議 会 ⑵

親睦委員会
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クラブ運営において親睦活動は潤滑油の
役割を担うものであります。
今年度も会員同士の友情をより一層深め
充実した例会を目標に夜間例会や幾つかの
イベントをできる範囲内で行っております。
（前期）
7月：１日に期首懇親会を当ホテルにて行いました。
米山記念奨学生のマノンさんをご紹介するトークショー
や榮賀前親睦委員長からスライドショーによる前年度の
活動報告そして赤堀さんと高橋さんによる三味線と日本
舞踊などバラエティーな内容で皆さんを充分楽しませて
いただきました。
8月：19日にビアパーティーを家族同伴で当ホテルにて
行いました。
アトラクションでは地元のバンドグループ「トラリンバ
ンド」を呼び ギンギンのサウンドで夏の蒸し暑さを吹
き飛ばしました。
9月：「BBQ大会」が中止になった為20日の日曜日にバ
スを貸し切って山梨県塩山市へシャインマスカット狩り
に行きました。帰りには猿橋渓谷と重要文化財になって
いる星野パストガバナーのご自宅を見学し更にリニア見
学センターを見て参りました。非常に見どころの多いツ
アーでした。
10月：14日に予定しておりました「音楽の夕べ」を変更
し10月９日92歳でご逝去された磯西昭会員を偲ぶ会を行
いました。大先輩方から磯西昭さんの思い出話を聞かせ
て頂き五十有余年に渡るロータリアン人生と 猛烈なゴ
ルフ愛好家魂に触れる事が出来ました。
10月：25日の日曜日 吉野会員のご厚意でヨシノロジコ
様を会場に当クラブ会員で構成するバンド「ザ・フジロ
ータリーズ」の第一回目のライブを行いました。
大型トラックの荷台をステージに懐かしのグループサウ
ンズ曲で大盛り上がり。
ゲストの富士山日本語学校の生徒たちも生バンドの迫力
に拍手を送っておりました。
11月：25日「ボジョレーヌーボーの会｣を予定通り行い
ました。
コロナ禍においてはアトラクションは控えることにして
日本ソムリエ協会制作田崎真也解説のDVD「ワインを
識る」を食事をしながら視聴し、味見だけでなく知識と
してワインを楽しんで頂きました。日本酒党の皆さんが
いつになくワインをお飲みになって後半はワインが足り
なくなってしまった事は大きな反省点です。
12月：９日｢クリスマス家族会｣を予定通り行いました。
開催にあたり中止するかどうかを会長・幹事とぎりぎり
まで話し合いましたがホテル側のご厚意によって三密を

避けて一番広い会場を使わせて頂けるという事で実現で
きました。
そして皆様からの多大なるご寄付によって華やかにビン
ゴ大会ができました事、心より感謝申し上げます。
アトラクションには音楽に精通する会員様方と赤堀さん
とで素敵な音楽会が出来ました。大人だけでなく普段外出が出
来なかった子供達も大いに楽しんでおりました。
以上前期においては新型コロナウイルスの影響であらゆる活動
が制限される中、ここまで活動ができた事について感謝の気持
ちと共に感染者が一人も出なかった事に会長・幹事はじめ親睦
委員会一同胸をなでおろおしております。
（後期）
この状況下においては１月と２月の夜間例会は自粛す
るべきと考え 来週の理事会に掛ける予定でおります。
３月以降についても同じく状況を見て判断し 理事会に
掛けながら決めて参ります。何事も中止にする事は簡単
ですがクラブの灯を絶やす事があってはなりませんので
無茶をしない範囲で今後についてはより慎重に対処し
て参りたいと思います。
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上期実績と下期計画について
Ⅰ 方針
①ロータリー奉仕の哲学に沿うものであること
②国際理解､親善､平和の推進に資するものであること
③富士ロータリークラブとして継続できる
活動であること
を方針として､情報収集に努め､富士ＲＣにふさわしい企
画立案•実施を行う｡
「内なる海外」への理解を進め、交流を図る。
Ⅱ 実施状況
１．上期実績 新型コロナウイルス感染が収束しないた
め限られた活動となった。
①８月 新型コロナの影響で職を失った、もしくは収入
が減少した外国人家庭への食糧援助を実施するため寄付
を行った。
横山レイカ氏を通してパスタ、食用油などを寄付
寄付額 38,000円
②10月25日(日) 音楽の夕べ ザ・フジロータリーズ
富士山日本語学校留学生と教師を招待、
留学生４人（ベトナム２人、ミャンマー１人、スリランカ１人）
近藤先生
２．下期計画 新型コロナウイルス収束状況を見ながら実施
①卓話 富士山日本語学校 近藤校長
「富士在住留学生の生活状況」
②事業
４月「岩本山施肥プロジェクト」へ留学生を招待
今回の職場見学会は２月３日14時から予
定しております。場所は富士市の新環境ク
リーンセンター、「ふじさんエコトピア」
を予定しております。
今回は新型コロナウイルス感染症対策と
して密を避けるため、それぞれ自家用車等
により、現地集合といたしました。令和２年９月にオー
プンしたこの施設で環境問題やゴミ処理について学ぶ機
会になるのではないかと思います。
現時点で見学可能となっておりますが、新型コロナウイ
ルス感染症対策として、マスクの着用と発熱や体調不良
の方の見学を避けていただくようにアナウンスされてお
ります。これらについては遵守されるようお願いいたし
ます。
編集者 望 月 昭 宏

