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第2682回例会

７月15日　第２グループ　ガバナー補佐訪問
７月22日　期首クラブ協議会（委員長報告）

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：岸　本　泰　次
副会長：石　井　　　誠
幹　事：滝　　　克　芳
副幹事：田　村　　　洋

「健康に、明るく、行動しよう」
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会 長 挨 拶 岸 本 泰 次
７月に入り、全国の小売店でプラスチック製レジ袋が有
料化になりました｡自分もよくコンビニを使いますので､
昨日も買い物し、レジ袋必要ですか、有料になりました
のでと、店員に言われ、今までが無料の為入れてもうの
が当たり前になっていたので、その時は手に持てたので
そのままいただいてきたのですが、これが失敗でした、
ごみを入れる袋がない、今までは必ず袋があったので、
これを考えますと、毎回有料の袋にするか、マイバック
を常に用意するか、と思いました､先日､新聞のコラムに
マイバックに衛生面から疑問符がついている。スーパー
、コンビニ等小売12団体は新型コロナウイルスの感染予
防策として「マイバックへの詰め替えは顧客自身で実施
する｡」方針を設けたそうです。
スーパーの担当者は「店員がバックに触れてウイルス感
染したり、他のお客さまに感染を広げたりしないため」
と話しています。お客もマイバックを清潔な状態に保つ
など協力が必要になります｡(コロナウイルスのような問
題が起こるとレジ袋も有用な選択肢）と公衆衛生の専門
家は指摘していました。そもそも有料化は増え続けるプ
ラごみの海洋汚染の削減に、気づき、促すという、国の
政策として導入されたもので。しかし汁物や生鮮食品の
入れ物にはマイバックよりもレジ袋の方が衛生面で安心
感があります。日本マグドナルドや吉野家など外食大手
の一部は、レジ袋の素材を有料化の対象外となるバイオ
マス由来にして、無料提供を継続する方針だと､各社は､
「安心安全を担保する必要がある」と口をそろえていま
す。コロナ禍では「レジ袋イコール悪」ではないと気付
かされました。レジ袋と偉く付き合い、プラごみの総量
を削減する社会の実現へ、消費者、関連事業者、政府が
知恵を出し合うときだとしています、私たちも地球環境
を十分考慮した生活をしていきたいと思います。

ソング 「我等の生業」
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★私のスマイル
岸本泰次君　コロナ禍の中、新年度が始まりました。
　　　　　　コロナウイルスに負けないように、健康に
　　　　　　明るく活動していきますので、皆様のご協
　　　　　　力よろしくお願いします。
磯西　昭君　お陰様で前年度皆勤する事が出来ました。
井出清章君　久しぶりに皆様にお会い出来嬉しいです。
宮下正雄君　宮下医院改修内覧会には皆様に素敵な胡蝶
　　　　　　蘭を頂きました。更に頑張る所存ですので
　　　　　　よろしく御願いします。
太田義隆君　岸本年度の始まりですね。
　　　　　　１年間頑張って下さい！
滝　克芳君　本日より新年度が始まりました。コロナの
　　　　　　影響が懸念される昨今ですが、岸本会長を
　　　　　　支え､元気に活動してゆきたいと思います｡
　　　　　　会員の皆様のご協力よろしくお願いいたし
　　　　　　ます。
親睦委員会　岸本会長､滝幹事を中心に､今年も富士ロー
　　　　　　タリークラブを盛り上げて行きましょう。
赤堀浩子君　期首懇親会では豪華なお花をありがとうご
　　　　　　ざいました。今年度も、お食事時和やかな
　　　　　　雰囲気づくりに、心を込めて演奏いたしま
　　　　　　す。皆さん想い出の曲などありましたらリ
　　　　　　クエストお待ちしています。
吉田浩之君　例会ひさしぶりです。
田邊登崇君　妻の誕生日にお食事券を頂きありがとうご
　　　　　　ざいました。
等　健次君　皆さんお久し振りです。例会が再開できて
　　　　　　うれしいですね。
山下いづみ君　先日､川村病院､宮下医院の内覧会にいか
　　　　　　せていただきました。これからも地域医療
　　　　　　にご尽力下さいますようお願いいたします｡
　　　　　　いつもありがとうございます！

「富士山百景」黄金富士「富士山百景」黄金富士



望 月 昭 宏編集者

田邊登崇委員長
　　　　　　　　　富士ロータリーでは例年２月上旬に職場見
　　　　　　　　学会を開催しており、本年度も同時期に職場
　　　　　　　　見学会を開催したいと考えています。
　　　　　　　　　今年は新型コロナウイルスにより企業活動
　　　　　　　　への影響が大きく、また見学者や関係各位の
　　　　　　　　感染防止に留意する必要があり、具体的内容
　　　　　　　　については未定ですが、開催方法や内容につ
　　　　　　　　いては今後の感染の状況を踏まえ、段階を追
って検討し決定していきたいと思います。
スケジュールとしては、10月頃までに開催方法や見学先、日程
を決定。例年通り職場見学会開催であれば、11月頃までに出席
人数の把握と移動手段の確保等行いたいと思います。
今後予想される新型コロナウイルス感染症の第2波､第3波の状況
によっては大きく計画が変更されることも予想されますが､先ず
は会員の皆様方の健康､安全を第一に計画したいと考えています｡

富士RC クラブ協議会 「委員長報告」
職業奉仕委員会

2019年7月1日～2020年6月30日皆出席者

　会員数　 計算会員数  欠席者数　 出席者数　  出席率
　 33名　　　33名　　   5名　　　 28名 　    84.8%
2673回　2/19確定

2682回

　会員数　 計算会員数  欠席者数　 出席者数　  出席率
　 33名　　　33名　　    3名　　   30名　 　 91%

植 田 眞 晴
出 席 報 告

〔理事会出席者〕 石橋広明君　山下いづみ君　塩谷知一君

滝　克芳君
植田眞晴君
太田義隆君
宮下正雄君
榮賀　明君
吉野榮司君
吉田浩之君
磯西　昭君
岸本泰次君
池田正明君

山下いづみ委員長
　　　　　　　　今年度の予定　２０２０～２０２１
　　　　　　　　•岩本山公園の植樹・植え替え・施肥作業を
　　　　　　　　　む整備事業
　　　　　　　　　当クラブは過去、「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
　　　　　　　　　期的に行ってきた。年数が経過し、樹木の
　　　　　　　　　枯れ、雑草の繁殖が目立ってきている。当
　　　　　　　　公園の景観の向上及び維持メンテナンスを目
　的として、公園管理者である行政及び地域と連携しながらメ
　ンテナンスを行う整備事業を実施する。
•富士中央病院にマスクN９５の寄贈
　新型コロナウイルス感染症対策の為､マスクN９５が不足し､
　必要となった為。
•日本盲導犬協会への支援
　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、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。
•富士市交通安全県民運動への参加
　年４回の街頭交通安全の啓発運動に参加し、交通事故抑止と
運転マナーアップにつなげる。

社会奉仕委員会

等　健次委員長
　　　　　　　　２０２０～２０２１活動計画　
　　　　　　　　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｡
Ⅱ　２０２０～２０２１　活動計画
　　新型コロナウイルスの終息状況、新型コロナウイルスの社
　　会への影響を見ながら、富士ＲＣ国際奉仕活動のあるべき
　　姿を追求する。
　　１．情報収集：富士山吉原ＲＣなど
　　２．外国人留学生との交流継続（富士山日本語学校）
　　　　　　　　花見例会（岩本山施肥事業）
　　　　　　　　観月会
　　　　　　　　音楽会
　　　　　　　　職場見学会
　　　　　　　　国際交流料理教室（エネリアショウルーム）
　　　　　　　　社会奉仕など
　　３．音楽コンサートなどへの後援
　　　　　　　　　　　　チェコ弦楽四重奏団など
　　４．富士在住外国人子弟支援
　　　　新型コロナウイルスの外国人社会への影響を調べながら
　　　　外国人子弟が日本社会に溶け込むための課題を幅広く
　　　　ヒアリングしロータリークラブのすべき支援を検討する。

国際奉仕委員会

植田眞晴委員長
　　　　　　　　《親睦委員会》
　　　　　　　　　　親睦はクラブの潤滑油、活気のあるクラ
　　　　　　　　　ブほど親睦が充実していると思います。
　　　　　　　　　社会環境が変化する中､まとまりあるクラブ
　　　　　　　　　を目指して委員一同楽しみながら活動して
　　　　　　　　　行きたいと思います｡又､皆様からお預かり
　　　　　　　　　する多額の予算を大切に使わせていただき
　　　　　　　　　ますのでご意見やご要望などお聞かせ下さい。
（７月） 1日　夜間例会　期首懇親会　会場：H・グランド富士
（８月）19日　夜間例会　暑気払いビアパーティー（家族同伴）
　　　　　　　会場：H・グランド富士
（９月） 9日　夜間例会 観月BBQ大会(家族同伴）会場:エイ電工様P
（10月) 14日　夜間例会 音楽の夕べ(家族同伴) 会場:H•グランド富士
（11月) 19日　夜間例会　ボジョレーヌーボーを楽しむ会
　　　　　　　　　　　　（家族同伴）　会場：十三文
（12月)  9日　夜間例会　クリスマス忘年家族会（家族同伴）
　　　　　　　　　　　　会場：H・グランド富士
（１月）  6日　夜間例会 新年会(家族同伴）会場:H•グランド富士
（２月）10日　夜間例会　(おでんの会）
（３月）31日　昼間例会　花見例会　会場：岩本山公園
（４月）　　　　未定
（５月）19日～20日　裸会　会場：未定
（６月） ２日　夜間例会　(期末懇親会）
（その他）・11月-５ＲＣゴルフコンペ（ホスト：新富士RC）
　　　　　 ・２月 -５ＲＣ麻雀大会？（ホスト：富士RC）
　　　　　 ・４月 -５ＲＣボーリング大会（ホスト：富士宮RC）
☆５大記念日の記念品　　・会員誕生日-H・グランド富士お食事券
　　　　　　　　　　　　・夫人誕生日-H・グランド富士お食事券
《出席委員会》
　例会への出席はロータリアンとしての義務と言われておりますが、
やむを得ず欠席される場合は食事代や食べ物を無駄にしない為にも二
日前までにご連絡下さい｡皆様のご協力を何卒宜しくお願い致します。

親睦・出席委員会

　街頭活動予定（市役所駐車場　午前７時～）
　令和２年7月10日、9月18日、12月15日、と令和3年4月6日
＊その他（任意）富士市の富士山麓ブナ林創造事業への参加
　この事業はブナなどの広葉樹を植栽することで、かけがえの
　ない財産である富士山麓の貴重な自然を市民と行政が一体と
　なって、適正に保全、創造し、後世に継承している。
　実施予定　令和３年４月２９日


