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Ryo Ueda

会 長 挨 拶

石 橋 広 明

７月23日に開幕した
2020東京オリンピックが、
大会５日目で金メダル獲得
10個の快挙が続いています｡
26日のスケートボード女子
ストリートでは、西矢 椛
(もみじ) 選手が日本選手最
年少の13歳での金メダルを
獲得し、中山楓奈選手が銅
メダルを獲得しました。また、卓球ダブルスでは、本県
磐田市出身の水谷 隼(じゅん)選手・伊藤美誠(みま)選手
ペアが、新種目で日本卓球界初の金メダルを獲得して、
日本中に喜びを爆発させました。
柔道では、阿部兄妹が日本初の金メダルを獲得し、男子
73キロ級の大野将平選手が決勝で延長の末に優勢勝ちし､
前回のリオデジャネイロ五輪に続き2連覇しました。ま
た、昨日は81キロ級で永瀬貴規選手が金メダルを獲得し
ました。
ソフトボールでは、チーム一丸となり決勝でアメリカを
2-0で破り金メダルに輝きました。本県菊川高出身の渥
美、山崎選手もメダル獲得の原動力となりました。メダ
ル獲得数は、28日現在、金10個、銀３個、銅５個と大健
闘しています。
本日、７月28日は、土用の丑の日です。昨日は、新型コ
ロナウイルス感染者が全国で7629人となり、コロナ禍と
いうこともあり気持ちもジメジメしがちですが、こんな
時こそウナギを食べて夏バテ気味の身体ばかりか、沈ん
だ気持ちを晴らしてはどうでしょうか。今は2020東京オ
リンピックの真っ最中であり、日本選手団には是非「う
なぎ上り」の活躍を期待いたします。夏といえば、富士
市の風物詩でもある第36回かぐや姫コンテストが７月25
日にロゼシアターで開催されました。かぐや姫クイーン
に松本地区長通の斎藤果歩さん､かぐや姫には､我が富士
８月３日

ガバナー公式訪問合同例会

８月18日

夜間例会（ビアパーティー）

例会日：毎週水曜日 12:30
例会場：ホテルグランド富士
TEL
〈0545〉61-0360
事務所：〒416-0913 富士市平垣本町8-1
ホテルグランド富士内
会 長：石 橋 広 明
副会長：佐 藤 昌 久
幹 事：田 村
洋
副幹事：佐 野 力 哉

ロータリークラブ会員の佐藤昌久さんのお嬢さん､佐藤夏
音さんが見事選ばれました｡この場を借りましてお祝い申
し上げます｡一年間､富士市の観光のPR大使として富士市
のキャンペーンやイベントにご活躍をお祈りいたします。
本日は、お忙しい中、姉妹クラブの京都洛南ロータリー
クラブの皆さんが表敬訪問されておりますので、ご紹介
いたします。福田利生会長、杉井康夫幹事、平田 隆シ
スタークラブ委員長です。後ほど、ご挨拶をいただきま
すので宜しくお願い致します。

親睦委員会
会員誕 生日
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お誕生日
おめでとう
ございます

☆私のスマイル
京都洛南ロータリークラブ 本日お世話になります。
宜しくお願い申し上げます。
石橋広明君 京都洛南ロータリークラブの皆様、本日は
熱い中、表敬訪問をいただき誠にありがと
うございます。
田村 洋君 京都洛南クラブの皆様、本日は遠いところ
をありがとうございます。
井出清章君 京都洛南の皆様久しぶりにお会い出来大変
うれしいです。厳しい環境下ですが楽しい
”ひととき”を楽しんで下さい。
吉野榮司君 京都洛南クラブの皆様本日はようこそいら
っしゃいました。来年は是非訪問したいと
思いますので宜しくお願い致します。
吉田浩之君 京都洛南クラブの皆様暑い中ごくろうさま
でした。本年も宜しくお願いします。
メンバーの皆さま
”暑中御見舞い申し上げます”

ホスト：新富士RC
会場：ホテルグランド富士
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〔ビジター〕 京都洛南ロータリークラブ会長 福田利生様
〃
幹事 杉井康夫様
〃 シスタークラブ委員長 平田 隆様
〔他のRCへの出席者氏名〕 太田義隆君

榮賀

明君

京都洛南ロータリークラブより表敬訪問

京都洛南クラブ
(左から) 平田シスタークラブ委員長
福田会長挨拶
杉井幹事 福田会長

上 期 ク ラブ 協 議 会 ( ３ )
公共イメージ向上委員会

委員長

植田眞晴

我が富士ロータリークラブは長年にわ
たり岩本山公園の整備事業はじめ医
療機関への支援事業を行って参りま
した。
また近年では日本盲導犬協会支
援の募金活動や富士山日本語学校の
留学生との交流など幅広い分野にお
いて奉仕事業を展開しております。特
に今年度は当クラブからガバナー補佐を輩出し、
当クラブ主
催のIMが来年の２月に予定されております。又、親睦会はじ
め その他のメニューも盛沢山予定されており これらの活
動はロータリー関係者のみならず 地域住民の方々にも是
非知っていただきたい事業ですので当委員会では様々な媒
体を利用して富士ロータリークラブの魅力を一人でも多くの
方々に知っていただき会員増強につながればと今年度の広
報活動を積極的に行って参りたいと思います。
〈活動内容〉
1.会報の作成(紙ベース・ホームページ)
2.奉仕活動のマスコミへの報道提供
(静岡新聞・富士ニュース・岳南朝日)
3.「ロータリーの友」
に掲載
(実績：徳島の阿波踊り・留学生のクッキング教室)
4.川柳の募集 (地区研修にてガバナーから)

5.My Rotary への登録を推進する(地区研修にてガバナーから)
6.各事業の記録を保管する(写真などのデータを残す)

社会奉仕委員会

委員長

塩谷知一

1

岩本山公園の植樹,植え替え,施
肥作業を含む整備事業
当クラブは,これまで
「ロータリーの森」
「慈愛の丘」
を作り,岩本山の植樹等の
活動を定期的に行うことで,自然豊かな
美しい景観を維持してきました。年数が
経過したため,メンテナンスが必要とな
っている箇所もありますが,今後,公園の景観維持,さらなる発
展を目的として,公園管理者である行政及び地域とも連携し
ながら,整備事業を実施予定です。
2 ロータリー奉仕デーの主宰
次期RI会長のイニシアチブで
「ロータリー奉仕デー」
の実
施が予定されており,当クラブとしては,富士山吉原RC,新富
士RCにも協力頂く形で,地域社会へ貢献できる事業を行う
予定です。現時点での予定として,富士山植林事業を計画し
ています。
予定日 令和３年９月19日(日)
3 富士市立中央病院に対する医療用マスク等の寄贈
現下においても終息の気配を見せない新型コロナウイルス
感染症対策として,引き続き中央病院において医療用マスク
等が必要と思われるため,昨年同様,寄贈を計画しています。
4 日本盲導犬協会への支援活動
富士宮市にある盲導犬の訓練施設「富士ハーネス」支援と
して,これまで同様,富士商工会議所が主催する
「商工フェア」
に参加し,寄付金を集める活動を予定しています。
予定日 令和３年11月６日(土),７日(日)
5 富士市交通安全県民運動への参加
年４回予定される街頭交通安全の啓発活動に参加し,交
通事故抑止と運転マナーアップにつなげるため,街頭活動に
参加予定です
（各回いずれも市役所駐車場にて,午前７時〜）。
令和３年７月１日(木),９月21日(火),12月15日(水),
令和４年４月６日(水)

プログラム委員会

副委員長 川村統勇

2021年
８月25日 「いのちの積み木から気づ
く、生きる力 なぜ成功者はお墓参
りをするのか？」 榊原 亮様
10月６日 富士地区保護司会会長
柴田行億(ゆきやす)様
10月20日 「やさしい日本語
防災編」 市職員様
11月10日 会員卓話 鈴木一弘様
11月24日、12月25日
2022年
４月６日、
４月13日
（卓話or夜間例会）
卓話者については一部未定ですが、外部卓話６回、会員卓話
２回予定。外部卓話を行っていただく方がおりましたらご紹
介をよろしくお願い致します。
会員卓話については会員の中からお願いをしていきたいと思
います。
ご協力お願いいたします。
編集者 植 田 眞 晴

