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■ 会 長 報 告            江﨑 直利君 

今、売れ行きがよい

書籍に「大人の語彙力

ノート」があります。

著者は齋藤孝氏、大

丈夫ですは問題ご

ざいません、差し支

えありません、お気

持ちだけいただきます、今お金がなくては今持ち

合わせがなくて、手元不如意で、わかりませんは

勉強不足で申し訳ございません、不勉強で～、

それでいいですは異存はございません、やばいは

大変だ、これは一大事だ、教えてくださいは

ご教示ください、お知恵を拝借できますかなど、

確かに印象が一歩深くなり表現力が増した気が 

します。いつも意識しすぎたり慌てたりして年を

重ねても成長できていない会話を反省しますが、

表現力豊かに語彙力を高めたいと思います 

 

■ 出 席 報 告           加藤 智之君 

 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○植田君 ○梅島君 ○川口君 ○鈴木照君 

○樽󠄀井君 ○中山君 ○村松章君 ○渕脇君 

鈴木寿君  

 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

38／47 80.85％ 41／47 87.23％ 
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(２)メークアップ者  

渕脇 一啓君（焼津） 望月 誠君（焼津） 

小山 明良君（焼津） 

■ スマイル B O X          加藤 智之君 

・小さないい事が少しずつ出てきました。悪い事 

ばかりだったので何だか嬉しいです。 

江﨑 直利君 

・みなさん、こんにちは。江﨑会長が復帰されて 

1か月になります。皆さんみてください。少し 

スリムになって顔色もよくなりました。残りも 

3か月会長幹事元気に頑張ります。 桑原 茂君 

・お花畑事業が、来月のロータリーの友 4月号に 

載ることになりました。小さいコマだと思い 

ますが、ぜひ、御一読下さい。   杉浦 聡君 

スマイル累計額  ４９９，９８０円 

■ Ｉ Ｇ Ｍ 報 告                

＜４班＞ 発表者  森竹 正晃君 

 

２月８日富岡屋でＩＧＭを行いました 

渡邊会員持参のキムチを、つまみながら、話を

しました 

 

最初に、川口会員から、２月８日のＩＧＭでした

ので、インフルエンザの話をしてくれました。 

今年は、Ａ型・Ｂ型の２種類が流行している、 

ＡかＢかの判断が必要に成る、ウイルスの話から

スタートしました 

 

ロータリーに何を期待するか。 

そして楽しく・また新会員を増やすには、どの様に

考えるか、 

 

１ 楽しく活動をする為には、いい仲間を作り

楽しく話す時間を作る 

２ ロータリーに来ると楽しい時間を過ごせる

という認識が出来るプラスを作る 

３ 職業奉仕の充実 

４ 会員を増やすには、クラブに来ると何かメリット

が有ると感じさせる時間を作る 

５ 子供を増やさないとロータリアンが増えない 

子供を増やすと入会対象者が増える、 

子供が育ち、中にはロータリーへのご理解が

得られ入会者が増えるというご意見でござ

いました。 

次に サッカーの話をしました。 

１ 小林会員が藤枝東校を卒業年度で全校優勝

して、現在まで時間が経っているので、サッ

カーについて再度勉強をしたい 

２ ＭＹＦＣについて企業が応援したいという

意見と、もういいワーというご意見が、２種

ありました 

３ サッカーについて、学校体育年代から積極的に

やって行ければ良いと思う 

４ サッカー協会にいてみて感じるのは、学校体育

以上の組織を作ってみたい 

５ サッカーを通じて、立派な社会人を育てて

行きたい。 

６ 藤枝はサッカーがメインであるべき姿だが、 

  その他に、いろいろなスポーツをやってほしい 

  藤枝という地域の中でスポーツの組織を

作りたい 

  地域のスポーツチームを作りたい 

７ 藤枝市民クラブの様な組織を作りたい 

８ あらゆるスポーツは市民からわきでないと

いけない 

  もっと藤枝出身の選手が多く出来ると良い

と思う。 

 

その後は、２次会に流れ、その後サッカーの組織

等の話もあったかと思いますが本格的に飲んで

しまったので、話の内容は解りません。 

 

その日は、４班全員がサッカーの話を中心に盛り

上がり楽しく過ごした時間だったと思いました。 

 

新会員についてですが、渡邊会員のご町内で、

おおくに屋の いなばさん、杉本機械のすぎもと

さんに、お話をしたいと思います 

 

＜５班＞  

 

 

発表者 

中村 博史君 

 

 

 

第 5班の IGMは、私が会員増強の委員長を仰せ 

つかっていることと、高杉先輩が地区の会員増強 

委員長の為、会員増強のミーティングをさせて 

頂きました。 
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前半は、個性の強いメンバー先輩方から、いろ 

いろな情報を交換また、ご指導を受けました。 

後半からは、行動力抜群の村松章隆先輩が、突然 

候補者に連絡してくれ、急なお誘いにもかかわらず、 

村松先輩の一言で我々のミーティングに参加して 

もらいました。 

そこで、メンバーみなさんがロータリーの魅力に

ついて語ってもらいました。 

 

このような貴重な御時間を頂いて感謝しており

ます。皆さんのお力添えを大切にこれから二人

なんとか増強するよう頑張ります。 

 

＜６班＞  

 

 

発表者 

  内藤 浩光君 

 

 

 

ロータリークラブ自体の権威の確立が必須！ 

手っ取り早いのは、ぺーぺーの新入会員の心をも、

即わし掴みにして、友達につい自慢したくなって

しまう様な太っ腹な親分(例えば、かつての大石

益光、先代の孫左衛門のような)の存在！『人の命は 

わづかの間なれば、むさき心底、ゆめゆめ、ある

べからず(北条氏綱遺訓)』 

 

あるいはロータリークラブの原点である一業種

一人の原則を貫き、相互扶助(会員間の物品の販売、

及びサービスに於いての特別割引等)の徹底による

強固な同族意識の醸成。 

 

勿論一番格好いいのは、故スチーブ・ジョブズの

元妻でアップルの共同創業者、現在 53 歳にして

200億ドルの運用資産を持つローレン・パウエル・

ジョブズの様な(資本主義社会からはじかれた

貧困層のいじけた子供達の中に、彼女自身の身を

もって、飛び込み、国家繁栄をもたらす自立起業の

道を指し示し牽引し続ける)現実主義者かも知れ

ませんが？  

 

 

 

 

 

＜7班＞ 発表者 佐野 芳正君 

 

■開花の時期 

2月 1日から毎日の平均気温を足し算して、合計が

400度になると桜が咲く。 

2月 1日から毎日の最高気温を足し算して。合計が

600度になると桜が咲く。 

■開花予想 

藤枝では例年より 1週間早く、20日ころには開花が

予想されます。 

沖縄のカンヒザクラは 1 月 13 日を皮切りに、

釧路では 5 月 10 日ころの開花の予想です。気象庁

では、各地で特定の株を標本木として定めて職員の

目視による観測を行っている。藤枝では金毘羅さん

の相撲場の土手にあります。 

標本木の蕾が 5輪から 6輪ほころびると、「開花」

したと発表される標本木全体の 80%以上の蕾が

開くと、「満開」と発表される。 

■お気に入りの桜 

堀之内の枝垂桜 宮原の山裾の桜 ゆらくの

お地蔵さんの桜 市之瀬の山桜 

■散り始めの期間 

ソメイヨシノでは、満開から一週間程度で花が散る。

温度や雨が散る散らないの原因になる。花が咲いた

後に気温が下がる花冷えが起こると、花は長く持ち、

花が盛りになった後に雨が降ると早く散る。 

■桜は木のすべてに利用価値がある 

桜漬けは、一般的に八重桜の花を梅酢と塩で漬けた

ものである。花（花弁）自体も塩漬けにすると

独特のよい香りを放ち、和菓子として振舞われる。 

無垢の家具や比較的高級なフローリング材として

使用される。 

焚いたときの香りが良いため燻製のスモーク

チップとして用いられる。 

樹皮は桜皮（おうひ）という生薬になり、鎮咳、

去痰作用がある。 

また樹皮を薄いピンク色の染色に使用する事が

できる。 

■寿命 

ソメイヨシノの寿命が 60 年というのも気になり

ますね。ロータリ－の会員は還暦を越しても皆さん

元気に活躍しています。 
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■ 今週の一言         小林 正敏君 

 

 

 

 

 

 

 

思わぬところで知人に出くわすことがあります。 

１０数年前安倍城跡にハイキングの帰り、羽鳥の

洞慶院に寄り本堂を覗いた所ところ 焼津信用

金庫の堀江さんがボランティアで案内役をやって

おり暫く説明をして頂きました。 

先月 3 日梅は早いが老梅でもと見に行った折、

ついでに本堂に上がって涅槃図などみていたら

寺の方が説明しましょうと言われるままにして

おったところまた、堀江氏と再会。 

まだボランティアも継続し今年初めて来たと言う

わけでした。 

5 年位前には他界された丹羽鉄山住職に講話を

頂き、ついでに座禅もさせていただいた楽しい

思い出多いお寺です。 

帰りがけに食べた自然薯蕎麦も取り分け美味

しく、何だか嬉しい一日でした。 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

3/23(金) 

第 1266 回 
会員卓話  

3/30(金) 

第 1267回 
早朝例会②  

4/6(金) 

第 1268回 
PETZ 報告 理事会 

4/15(日) 

第 1269回 

移動例会③ 

（お花畑事業） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員獲得宣言‼ 

最後までがんばれ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サクラ開花迫る‼ 

今年は早そうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花畑ファイナル迫る！ 

平原小委員長、頼みます！ 

 

 

 

 

 

 

 (担当／杉浦君) 

 

 

 


