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・点鐘     堀江 恭一 会長 

・開会宣言   玉木 実  会員  

・四つのテスト 鈴木 治美 会員 

・お祝     ＜結婚記念日＞ 

        橋本 和治 会員 

        ＜本人誕生＞ 

        仲田 和治 会員 

・乾杯     仲田 和治 会員 

 

 

 

◇会長挨拶 

会長 堀江 恭一 

  

 皆さん、こんばんは。今日はＩＭの予定日だったのですが緊急事態宣言解除に至

らず、先日の会長幹事会で延期と決まりましたので通常のズーム例会です。当初緊急
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事態宣言の延長は 3 月 7 日までということでしたが、本日日本医師会は 1 都 3 県の

緊急事態宣言を再延長し感染拡大防止を徹底しなければならないという提言を発表

しましたし、知事さんたちも延長の要請をする考えだということです。政府がどう判

断するかは分かりませんが、我々としては宣言下であろうとなかろうとすることは

一つ、個人個人が基本的な感染防止対策を疎かにしないことです。気を緩めないよう

よろしくお願い致します。 

さて、ＩＭが Intercity Meeting の略だということは皆さんご存知だと思います

が、以前情報研修会とＩＭとどこが違うか良く分からないというような話を聞きま

したので、少し説明したいと思います。 

当地区では共にグループごとに各ロータリークラブが集まって講演を聞いたりグ

ループ討論をしたりというプログラムになっていますが、ＩＭは基本クラブ会員全

員が参加し会員相互の親睦と知識を広めたりロータリー情報を伝えて奉仕理念を勉

強する場ということです。一方情報研修会は、以前は研修担当の委員が入会してまも

ない 3 年目ぐらいまでの会員を引率して出席していました。ロータリーの考えや哲

学を学びロータリーを理解してロータリー活動とは何かを学ぶ場ということですが

最近では入会者が減って参加者が少なくなったからかは分かりませんが、全会員に

声をかけています。 

コロナ禍の今は仕方ありませんが、地区の行事など対外的な行事に積極的に参加

されたり、他クラブの例会に出席するとロータリーに対する見方がまた広がるかも

しれません。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

◇幹事報告                             堀江 恭一 会長 

 
※個別以外は HP の連絡事項に書類をアップしているのでご確認ください。 
配 布 ・週報 ・2 月 10 日、2 月 17 日 

変 更 ・成田 CPRC 
 

2 月第 4例会（2/24）及び 

3 月第 1例会（3/3）の 

休会について（通知） 

 

早期の緊急事態宣言解除を期待して 2 月第 4 例会（2/24）を通常例会
として予定したところですが、今般の状況を踏まえ、やむなく休会とさ
せていただきたくご連絡申し上げます。 

また、3/3（水）に予定されておりました第 10 グループの IM も昨日行
われた会長・幹事会にて延期との判断に至りましたので、当クラブの 3月
第 1例会（3/3）も休会として取り扱うことと致します。 

度々の例会変更でご迷惑をお掛け致しますが、諸般の情勢ご賢察のう
え、あしからずご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

回覧 ・G 事務所 ・ 風の便り Vol.6 No7(通刊 77 号）の訂正 



・R日本事務局在宅延長のお知らせ 

・財団 NEWS 

・R の友事務所コロナ対策について 

・バギオだより 

郵便 
ＦＡＸ 
メール 
  等 
 

・G 事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・クラブ請求書送付のお知らせ 
→仲田リーダー 

・RLI パートⅠ再延期のご案内 
 →会長、幹事、仲田リーダー、HP 
・3 月「水と衛生月間」リソース 
 →橋本リーダー 
・MCR レポート 
 →会長、幹事 
・グローバル補助事業 WF(国際財団活動資金)からの 
 上乗せ補助率変更のお知らせ 
 →会長、幹事、HP 

連絡 ・R 日本事務局 
・理事会報告 

・3月の Rレート １ドル＝106 円 

①5 月の例会等活動について 

5/5 : 休会 5/12 : 通常例会 5/19 : クラブ協議会(炉辺会談) 

②例会のリアル開催基準変更について 

緊急事態宣言等の発令が無い場合にオンライン併用で行う。 

体調良好・検温・手指消毒・マスク着用・換気・食事なし。 

③3 月 31 日について 

５３０運動で木下交流の杜公園清掃活動。 弁当無。 

  緊急事態宣言等のため、中止の場合は休会。  

④地区大会参加について 提出〆切 3/31 

5/9(日) : 会長・幹事会場出席、各会員はオンラインライブ受信 

⑤次年度 G 公式訪問について 提出〆切 3/31 

7 月 21 日(水) 午前 (昼食無) クラブ単独(密を避けるため) 

会場はまだ未定 

⑥クリーン印西・ごみゼロについて 提出〆切 3/17 

5 月 30 日(日) 市のごみゼロに参加(出られる人だけで) 

場所未定 

⑦2021 年決議審議会決議案について 提出〆切 4/30 

決議案提出希望があれば 4 月の理事会で審議する。 
 

 
 
◇委員会報告 
〇出席奨励  

 総数 出席 欠席 M/U 出席率 

3 月 3 日 11 6 5(免 2) 3 100％ 

 

 



◇卓話「静岡絶景めぐり☆湖に浮かぶ秘境駅と修善寺温泉」 

鈴木 治美 会員 

 

 

本日は、バニラツアコンサービスをご利用いただき、ありがとうございます。これ

より静岡絶景めぐり・湖に浮かぶ秘境駅と修善寺温泉の旅にご案内致します。 

この旅は、渋滞に巻き込まれることも、たくさんの観光客に行く手をはばまれるこ

ともない楽旅でございます。私のアナウンス中に話しかけて頂いても大丈夫です。楽

しんで行きましょう！短い時間ではありますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

本来なら、休憩を入れると静岡の三島まで３時間半程かかりますが、本日は、この

『楽旅』でひとっとび！お待たせはいたしません。 

観光地だけでなく、おいしいものも出てまいりますので、味わったつもりで行きま

しょう！ 

 

まずは、駿河湾クルーズから。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

陸に上がったら、三嶋大社へと向かいます。 

 

鳥居のすぐ近くに、名物三島コロッケのお店や境内の「福太郎茶屋」の草餅「福太

郎」などの三島グルメを楽しむのもおすすめです。 

 

次は、三島スカイウォークへと向かいます。 

富士山・淡島など絶景を望む駿河湾クルーズ。 

沼津港周遊コースでは、富士山や沼津御用邸記

念公園など、絶景を船上から気軽に楽しむこと

ができます。 

デッキに出て、かっぱえびせんを餌にして、 

カモメにあげたりしているとあっという間の 

３０分クルーズです。 

商売繁盛の神様である恵比寿様が祀られて

いる伊豆随一のパワースポット三嶋大社を

参拝。 

三嶋大社の本殿は、出雲大社とともに国内最

大級だそうです。 

また、源頼朝が源氏再興を祈願した神社とし

ても知られています。 

 



 

 日本最高の富士山を日本最長の大吊橋からをコンセプトにたくさんの観光客が訪

れている三島スカイウォーク。 

遮るものが何もないので、橋の上から富士山だけでなく、駿河湾や伊豆の山並みを

眺めることができ、おいしいコーヒーとこだわりソフトクリームが味わえるカフェ

も併設されています。足元はグレーチング構造という構造になっていて、隙間から地

面が見えます。一番高いところで、７０．６ｍ。高いところが平気な方は、ぜひのぞ

いてみてください。 

私は、高所恐怖症なので、無理ですが。ただ、いつ行っても風が強いので、傘はさ

せません。雲が少なく、晴れた青空の日には富士山がくっきりと見ることができます。 

添乗で行くと、チケットセンターでコーヒーかソフトクリームのどちらかをサービ

スしてくれていつもソフトクリームを食べていました。 

森のキッチンでは、三島名物で、三島馬鈴薯というジャガイモを使った三島コロッ

ケがありますので、三島に立ち寄った際には食べてみてください。 

                                                

                            

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本最長！絶景「三島スカイウォーク」 

約 44ｍの高さで、清涼感を味わいませんか？ 

晴れた日には富士山が綺麗に見えます。 

吊り橋だけでなく、三島スカイウォーク限定の

お土産などもあり、お買い物も楽しめます。 

さて、お昼は、沼津グルメ街道へと移動して、

海鮮丼に舌鼓！やっぱり新鮮なので、超美味。 

海産物のお買い物も楽しめます。 

ちょっと変わったおすすめスポットは、 

女性トイレ。 

総工費なんと２億円で、広々として 

とてもきれいなおトイレでした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おなかを満たしていただいた後は、エネルギー消費へと行きましょう！ 

日本平夢テラスへとご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

                        

静岡県の木材をふんだんに使い、自然の景観と調和したつくりになっています。 

１Ｆには、日本平の歴史や文化をご覧頂ける『展示エリア』、２Ｆは景色を楽しみな

がらくつろげる『ラウンジスペース』。 

ラウンジは、２４席のみの用意となっていますので、フィジカルディスタンスも確

保されています。３Ｆには、『展望フロア』があります。 

 

 

 

 

 

さて、続いては、伊豆フルーツパークです。 

夏の時期は、マスクメロン１個狩りと 

１／４サイズの試食ができたりします。 

この時はメロンの成長が少し遅くて、大玉１

個ではなく、少しサイズダウンした、でも結

構大きいメロン２個狩りのお持ち帰りができ

ました。 

季節によって、いちご・メロン・みかん狩りを 

お楽しみいただけます。 

360 度の眺望「日本平夢テラス」 

「展望回廊」は 1周 200ｍあり、展望デッキ 

からは富士山や駿河湾、三保松原や静岡市内 

などの景色が楽しめます。 

「庭園」は、約 1,200 ㎡の広さがあり、 

季節の花を楽しめます。 

建物は、新国立競技場を設計した隈研吾氏が 

設計。 

今の時期は、なんといってもいちご。 

いろんな品種があって、施設によっては、 

何種類ものいちごの食べ比べや食べ放題が 

できたりします。 



さあ、ロータリーのツアーにお酒は欠かせないものです。 

静岡の日本酒の酒造『富士高砂酒造』の見学に行ってみようと思います。富士山本宮

浅間大社の西側に「富士高砂酒造」はあります。天保元年（1830）にこの地へ酒蔵を

構えた歴史ある蔵です。 

 

１日の行程は、ここで終了。 

駿府匠宿（たくみしゅく）という宿でおいしい食事をいただいてから、ゆっくりし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

蔵見学は、ベテラン蔵人が説明しなが

ら案内してくれるので初心者でもわか

りやすく、社会科見学のような気分に。 

富士高砂酒造の仕込み水は、井戸を掘

り、富士山の伏流水を使用。この仕込み

水は誰でも飲むことが出来ます。優しく

丸みがある口当たりだそうです。 

「高砂」と言えば山廃造り。この「高

砂山廃純米辛口」は、爽やかな香りとふ

くよかな味わいでキレが良いお酒。 

ロンドンで開催される「IWC（インター

ナショナルワインチャレンジ）」の日本

酒部門純米酒の部で銀メダルを獲得し

ました。 



こちらのお宿では、こだわりの静岡市産のブランド牛「するが牛」と、東海道五十

三次にも登場する静岡市丸子名物「とろろ汁」をご堪能いただけます。東海道五十三

次を徒歩で旅した江戸の庶民たちもこの地でとろろ汁をすすり、旅の疲れを癒して

いたのかもしれません。 

そして、この宿は体験工房 駿府匠宿との名の通り、竹細工・藍染・げた・漆器・

陶芸など様々な体験ができますので、興味のある方はぜひ体験してみてください。 

さあ、落ち着いたら、この宿から出発です。 

大井川鉄道大井川本線『新金谷駅』からまずは、トーマス号などのＳＬに乗って『千

頭（せんず）駅』まで行き、大井川鉄道井川線（南アルプスあぷとライン）のトロッ

コ列車に乗り換えて、SNS で話題の湖に浮かぶ「奥大井湖上駅」へと向かいます。 

 

 

 

ちなみに、お台場のレインボーブリッジよりも先に命名されています。 

この駅は、２０１３年には、『サザエさん』のオープニングに登場し、１５年には缶

コーヒーの『ＢＯＳＳ』のＣＭにも登場しています。 

橋を渡った後、接岨峡(せっそきょう)温泉駅まで約 40～50 分のハイキングもでき

ますし、そのまま列車で移動することもできます。 

線路わきを歩くなんて、そうそうできることではないので、興味のある方は一度ト

ライしてみてはいかがでしょうか!?乗り鉄や撮り鉄でない私でもちょっとそそられ

る景色です。 

 

さあ、では、次のポイントへ移動しましょう。伊豆で最古の温泉街修善寺温泉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秘境駅」として話題の「奥大井湖上駅」

です。奥大井湖上駅で下車した後は、レイ

ンボーブリッジウォーク＆渓谷ハイキン

グを楽しむことができます。 

駅を挟む赤い橋(奥大井レインボーブリ

ッジ)の片側は、歩いて渡ることができま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

修善寺自然公園や修善寺虹の郷では、２月から３月には梅、その後の桜、６月には

花しょうぶが見頃を迎えます。そして、秋はもみじ。伊豆半島では、数少ない紅葉が

楽しめるのも修善寺の魅力のひとつで、平日でもたくさんの観光客でにぎわいを見

せています。 

また、川に沿って食事処や甘味処がたくさんありますので、ちょっとひとやすみも

できます。もちろん、立ち寄り湯もＯＫ。 

紅葉シーズンは、川沿いのあちこちに日没時間からほのかな明かりが灯って幻想的

です。 

 

今回の旅は、駿河湾クルーズで海からの富士山を見てから三嶋大社へ。 

そして、三島スカイウォークという大吊橋からの富士山、新鮮な魚介類たっぷりの海

鮮丼と伊豆フルーツパークのフルーツ狩り、日本平夢テラスからの絶景、ＳＮＳで話

題の奥大井湖上駅ウォーク、最後に修善寺温泉街をサクッとご案内しましたが、 

お楽しみいただけましたでしょうか？ 

コロナが落ち着いたら、皆さんにもぜひ一度行っていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 1000 本のもみじが鮮やかに色づく修善寺 

もみじ林。 

11 月中旬から 12 月上旬にかけて見頃で、遊歩

道を歩きながら紅葉を間近に感じることがで

きます。紅葉の修善寺温泉街に来たときは、ぜ

ひゆっくり自由散策してみてください。 

修善寺の参拝や足湯「独鈷(とっこ)の湯」の他、

桂川にかかる朱い橋「楓橋」や竹林の小径など

フォトジェニックなスポットがいっぱい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇点鐘  印西 RC 会長  堀江 恭一 


