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ロータリーの目的 

国際ロータリー加盟認証状 

創立：1991 年 5 月 30 日 

認証：1991 年 6 月 25 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ロータリーの目的                 

 

 

 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、 

これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある： 

 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるもの

と認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を

高潔なものにすること 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活

において、日々、奉仕の理念を実践すること 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、

国際理解、親善、平和を推進すること 
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４つのテスト 
 

言行はこれに照らしてから 
１．真実か どうか  ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるか どうか 
 

創立 30 年のあゆみ  

1991. 5.30 創立総会 

 初代会長 森延敏 初代幹事 鈴木博行 

1991. 6.25 RI 加盟承認 

1991.11.30 RI 加盟認証状伝達式 沼津精華高等学校 

1996. 5.26 創立 5 周年記念式典 長泉山荘 

2001. 5.27 創立 10 周年記念式典 ブケ東海 

2009. 5.14 加藤学園インターアクトクラブ創立 

2009. 9.23 加藤学園インターアクトクラブ加盟認証状伝達式 

2011. 6. 2 創立 20 周年記念式典 ブケ東海 

2016. 5.29 創立 25 周年記念式典 ニューウェルサンピア沼津 

 
全体集合写真  
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沼津西ロータリークラブ創立 30 周年記念式典 2021 年 5 月 30 日 

創立 30 周年 記念式典プログラム 

 

◎式 典(10:00～11:00)             司 会  小野  洋子      

1.開会点鐘 会 長 植松  正   

2.国歌斉唱 ソングリーダー 内田 逸美   

3.ロータリーソング ソングリーダー 内田 逸美   

4.開会の言葉 実行委員長  芹澤 貞治   

5.来賓紹介 会 長 植松  正   

6.物故会員への黙祷 司 会 小野 洋子   

7.会長挨拶 会 長 植松  正   

8.来賓祝辞 RI 第 2620 地区ガバナー 志田 洪顯 様 

 沼津市長 賴重 秀一 様 

9.祝電披露 司 会 小野 洋子    

10.創立 30 周年記念事業発表 記念事業委員長 杉山 真一   

11.目録贈呈 会 長 植松  正    

 沼津市長 賴重 秀一 様 

 米山梅吉記念館理事長 積  惟貞 様 

12.功労会員表彰 2015-2016 年度会長 田村 治義 様 

     2016-2017 年度会長 名古 良輔   

 2017-2018 年度会長 宮島 賢次   

 2018-2019 年度会長 鈴木 和憲   

 2019-2020 年度会長 久松  但   

13. 閉会の言葉 実行副委員長  宮島 賢次   

14. 閉会点鐘 会 長 植松  正   

 

◎記念講演及び墨絵ライブペイント(11:10～11:50)               

講  師 墨絵イラストレーター 茂本 ヒデキチ 様 

演  題 新しい墨絵表現への道程          

 

◎記念祝賀会・懇親会(12:00～13:30)      司 会  土屋  昌之      

開会の挨拶 チャーターメンバー 名古 良輔   

祝辞・乾杯   RI 第 2620 地区静岡第 2G ガバナー補佐 小林  俊 様 

ロータリーソング ソングリーダー 内田 逸美   

閉会の挨拶 副会長 山本 宜司   
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開会の言葉 

  
沼津西ロータリークラブ 

創立 30 周年記念式典実行委員長 

芹澤 貞治 

 

 

沼津西 RC 創立 30 周年記念式典にあたり、ご多用の中を賴重秀一沼津

市長、RI 第 2620 地区志田洪顯ガバナー、米山記念館理事長積惟貞パス

トガバナー、寺戸常剛地区幹事をはじめ沼津地区の各クラブ会長・幹事

の皆様のご臨席を頂き、ここに記念式典を開催できますことを会員一同

心より喜び、感謝申し上げます。 

なお、昨年より、新型コロナウイルス禍に於いての開催を実行委員一

同悩みましたが、感染防止に十分注意し、対策を施し、規模を縮小して

開催することと致しました。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

沼津西 RC は、1991 年 5 月 30 日に会員 26 名（出席者 約 110 名）にて

創立総会を開催しました。その半年後の同年 11 月 30 日に認証状伝達式

（チャーターナイト）を沼津精華高等学校で行ったときは、会員 31 名、

出席者約 550 名でした。なお、国際ロータリーに加盟承認されたのは同

年 6 月 25 日であり、1968 番目でありました。 

我がクラブは、初代の森延敏会長以来、会員の和を大切にしており、

今も強い絆でつながっております。 

まだまだ小さなクラブではありますが、大きなクラブに負けないロー

タリーの奉仕を実践しております。特に青少年奉仕に於いては、加藤学

園インターアクトクラブの設立スポンサーとして様々な奉仕を共同で行

い、また、3 年続けて米山記念奨学生のスポンサークラブとなっており、

そして、少年サッカー大会の後援も継続事業として行っております。 

先人たちが残してくれたチームワークの良さと会員の力を結集し、ロ

ータリーの基本理念であります「他人のことを思いやり、他人の助けに

なること」を日々実践し努力しております。 

30 周年を節目として、さらに地域に根付いた奉仕活動を深めていくこ

とを会員一同お誓い申し上げるとともに、これからも皆様のご指導ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。 
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会長挨拶 

 

2020-2021 年度 

沼津西ロータリークラブ会長 

植松 正 

 

 

沼津西 RC 創立 30 周年記念式典開催にあたりまして、クラブを代表

しまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。まずもって、国際ロータリー

第 2620 地区ガバナー志田洪顯様をはじめご来賓の皆様方には、公私と

もご多忙かつコロナ禍のなか、ご臨席を賜りました事を心より御礼申し

上げます。 

当クラブは、沼津北 RC 創立 30 周年記念事業の一環として、同 RC 及

び沼津 RC をスポンサーとして、ちょうど 30 年前の応当日である 1991

年 5 月 30 日に発足いたしました。創立時の会員数は現在より 1 名少な

い 26 名で、横山開一特別代表をはじめ沼津北 RC の皆様には、大変ご尽

力いただいたと伺っております。 

振返ってみますと、10 年前の創立 20 周年の際は、東日本大震災の影

響から「ブケ東海沼津」で通常例会の中での開催となりました。5 年前

の創立 25 周年記念式典の年は、芹澤貞治ガバナー補佐就任のタイミン

グと重なり 2 月に IM を主催し、5 月に記念式典を「ニューウェルサン

ピア沼津」にて開催と多忙を極めたものの、会員努力により盛況に行う

ことができました。 

30 年目を迎えた今年度は、クラブテーマを「成長を実感しよう」と

して、本日の記念式典のほか記念事業や親睦・奉仕活動を計画しており

ました。しかしながら、新型コロナウイルスによるパンデミックによっ

て、通常例会すら一時中止せざるを得ない状況となり、また、突然の例

会場閉鎖や会員数減少といったことにも影響を及ぼされました。 

ただ、厳しい状況下ではありますが、30 周年記念事業として昨年 10

月にポリオ募金も絡めた少年サッカー大会の開催し、例会場を移転した

今年 3 月以降は徹底した感染予防対策のもと通常例会を行っておりま

す。 
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その他 2019 年 4 月から始まった米山奨学生の受入れも、2021 年 3 月

に中国出身の卒業生を見送り、同年 4 月からベトナム出身者を迎え入れ

ました。 

これから話すことは、若干私事となりますので、ご容赦願います。 

私がこうして節目である第 30 代会長として挨拶させていただくに

は、歴代各会長の配慮があっての事と認識しております。直近 4 年間の

うち 3 名は 2 度目の会長経験者であり、この方々の理解なしには有り得

ません。私の亡くなった父も当クラブ第 8 代会長を務めさせていただ

き、クラブ初の親子での会長経験者となりました。この場をお借りして

感謝を申し上げます。 

最後になりますが、本日ご臨席の皆様方の一層の温かいご支援とご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、会員の皆様に感謝を

申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 
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祝 辞 

 
沼津西ロータリークラブ創立３０周年に寄せて 

 
RI 第 2620 地区 2020-21 年度ガバナー 

静岡ロータリークラブ 志田 洪顯 様 

 

 沼津西 RC の創立 30 周年記念例会、誠に

おめでとうございます。 

何事においても 30 年と言う節目は大変な

ご努力があって成し遂げられることであ

り、先輩諸氏の偉業と現在の会員諸氏の功

労・ご奉仕に心からの敬意を表すものです。 

特に、このコロナ禍のもとで記念行事を行うことは、大変なご苦労

と決断があったことと思います。植松会長、芹澤実行委員長のご英断、

そして会員諸氏のご協力があればこそ、華やかな会場と珍しいイベント

に感じ入り、盛会をお祝い申し上げます。 

今年 5 月に入って再度の全国的感染拡大に伴い、延期してきた全国

のロータリー行事も次々と中止またはオンライン開催への変更がなされ

ました。 

当地区においても昨年当初からの諸行事はもとより、今年のガバナ

ー補佐が主催するインターシティーミーティングも、各クラブの創立記

念祝賀会も中止または非公開行事にするしかありませんでした。 

最終決定の判断はとても難しく、一つだけの正解はありません。中

止も立派な判断です。一律に決めることはロータリーにはふさわしくな

いと私は考えます。そのような中での沼津西 RC のご決断でした。クラ

ブ会員のお喜びもさぞかしと拝察いたします。 

また、私も年度で数回になった記念行事に出席できたことで、ガバ

ナー年度の達成感を得ることができました。感謝申し上げます。 

さて、日本のロータリーは今年度 100 周年を迎えました。国際ロー

タリーは、昨年末に発表した SRF（Shaping Rotary’s Future）により

大きな変化にチャレンジしています。 

30 周年はもとより 100 年の意味は重大です。伝統と継承だけを話題

にしてはいられません。2000 年代に入って国際社会は猛烈なスピード 
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で変化発展しています。ロータリーも世の中の変化に対応してこそ、ロ

ータリーの奉仕の理念の追求に、世界で良いことの行動に、地域社会

に、貢献することができます。 

国際協調のもとに日本のロータリーの素晴らしさを見つめ直し、そ

して可能性を信じ、より素晴らしいクラブライフに繋げていきたいもの

です。日本のロータリアンの素晴らしい人格を更に発揮して欲しいと願

います。そして沼津西 RC の若い力でロータリーの変化を後押しされる

ことを期待してやみません。 

この 30 周年にあたり貴クラブの記念行事として、沼津市への寄贈・貢

献、RI 第 2620 地区の米山梅吉記念館へのご寄付に心から感謝を申し上

げます。沼津西 RC の若さと伝統に期待し、皆様の益々のご活躍を祈念

し、私のご挨拶と致します。 
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沼津西ロータリークラブ 創立 30 周年記念式典 市長祝辞 

 

 

沼津市長 賴重 秀一 様 

 

沼津西 RC 創立 30 周年、誠におめでとうござ

います。心よりお祝い申し上げます。 

植松会長、芹澤実行委員長をはじめ、歴代の

会長や会員の皆様には、結成以来 30 年もの長

きにわたり、奉仕の精神のもと様々な分野における活動にご尽力され、

市政や地域活動に多大なるご貢献をいただいておりますことに、敬意を

表すとともに、深く感謝申し上げます。 

さて、現在世界中で猛威を振るっております新型コロナウイルス感

染症は、私たちの生活を一変させました。今までの当たり前が当たり前

ではなくなり、家族や友人、同僚など身近な人との交流の場さえ奪いま

した。貴クラブに置かれましても、様々な行事や例会の中止など影響が

あったことと存じます。 

地域の未来を担う子供たちにおいても、昨年は学校が休校となり、

卒業式や入学式、運動会や遠足など様々な行事が中止になるなど、子供

たちの健全育成には欠かすことのできない大切な場を失くしておりまし

た。 

そのような中、貴クラブにおいては、感染防止対策を徹底したうえ

で「沼津西ロータリークラブカップ少年サッカー大会」を執り行うなど

本地域における青少年の健全育成を担う大きな力となっております。 

暗いニュースが続くなか、貴クラブが行った活動は、次代を担う子

供たちが地元愛や誇りを持つことにつながるものであり、皆様の温かい

気持ちは、多くの若い世代に浸透し、やがて沼津のまちを動かす大きな

力になっていくものと感じております。 

皆様には、今後も引き続き変わらぬご支援をお願いいたしますとと

もに更なるご尽力を賜れば幸いに存じます。 

結びに貴クラブの益々のご発展と会員の皆様のご活躍を心よりお祈

り申し上げまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。 
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沼津西ロータリークラブの創立 30 周年をお祝いして 

 
RI 第 2620 地区パストガバナー 

公益財団法人米山梅吉記念館理事長 

沼津ロータリークラブ 積 惟貞 様 

 

 沼津西 RC が創立 30 年迎えられたこと、心から

お喜び申し上げます。また日頃は米山梅吉記念館

に物心両面からのご援助をいただき本当に有難く感謝に堪えません。   

ご承知のように、米山梅吉記念館の運営は、RI 第 2620 地区からの協

力金、賛助会員からの賛助金、クラブ周年行事に伴う寄付金の三本柱か

らなっております。コロナ禍のもと、いずれも資金が減額され非常に困

惑している現状でして貴クラブからのご寄付は貴重で大変ありがたく存

じます。 

さて、創立 30 周年をこのコロナ禍の中でお迎えになり、沼津西 RC の

会長、実行委員長、委員会の皆様のご苦労はいかばかりであったかと、

そしてこの状況下にかくも立派に目標をクリアーされましたご努力を尊

敬の念をもって高く評価させていただきます。 

コロナ禍はロータリー全体にとっても極めて深刻な問題であり、その

活動は大きく制限され、会員の数も減少させられることは避けられない

ものと思われます。 

過去ロータリー100 年の歴史の中で全体的に何度かの存続の危機を迎

えましたが、その度に不死鳥のように蘇ったのは、基本理念の職業奉仕

と親睦の精神を核とした職業人の集まりであるという誇りを捨てなかっ

たからだと思います。今の RI は、ロータリーの量のみを重視してその質

の面を疎かにしてはいないか、いささか危惧するところです。 

私たち個々のロータリアンの後ろ姿に若者の尊敬と羨望の眼が注が

れるようでなければ、ロータリーの将来はないと思います。その点、沼

津西 RC クラブの皆さんは申し分ありません。願わくは、この創立 30 周

年を機に沼津西 RC がますます発展されますよう祈念致しまして、お祝

いの言葉とさせていただきます。 

本日は、誠におめでとうございました。 
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ご来賓ならびにご招待者お名前 
 
◎ご来賓 

RI 第 2620 地区 ガバナー 静岡ロータリークラブ  志田 浩顯 様 

RI 第 2620 地区 地区幹事 静岡ロータリークラブ  寺戸 常剛 様 

沼津市長 賴重 秀一 様 

RI 第 2620 地区静岡第 2G ガバナー補佐 沼津北ロータリークラブ  小林  俊 様 

公益財団法人米山梅吉記念館理事長 沼津ロータリークラブ   積  惟貞 様 

 

◎ご招待者 

沼津ロータリークラブ会長 野際 宏行 様 

沼津ロータリークラブ幹事             峯村祐紀子 様 

沼津北ロータリークラブ会長 横山 貞治 様 

沼津北ロータリークラブ幹事 高橋  健 様 

沼津柿田川ロータリークラブ会長 梅田 欣一 様 

沼津柿田川ロータリークラブ幹事 川口 尚史 様 

 

◎ご出席下さいました皆様 

沼津西ロータリークラブ元会員 田村 治義 様 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 例会場の中庭  
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記念式典の様子 

式典会場          司会：小野 洋子  
 

 
 ソングリーダー：内田 逸美（上）  
 記 念 事 業 発 表：杉山 真一（右）  
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創立 30 周年記念事業 

一.公益財団法人米山梅吉記念館に金一封を寄贈 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（左）植松  正会長 （右）米山梅吉記念館理事長  積  惟貞  様  
 
 

一.沼津西ロータリークラブカップ U8少年サッカー大会の開催 

 
★事業内容 

 2020 年 10 月 25 日(日)、沼津市をホームタウンとする J3 アスルクラ

ロ沼津の 2020 シーズン公式戦の前座試合として静岡県東部の少年団及

びクラブチーム 16 チームが参加して愛鷹広域公園多目的競技場に於い

て開催した。参加選手は、快晴のなか J3 公式戦の天然芝グラウンドでプ

レーした。 
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多目的テント一式及び試合球 8 個を一般社団法人アスルクラロスポー

ツクラブに寄贈、他各参加チームに 1 球ずつ試合球計 16 個を寄贈した。 

 
 

一.沼津市への寄贈 

★寄贈内容 

フェンシング場「F3BASE」にて、選手練習後のアイシングケアに利用する

製氷機一式  

（左）植松  正  会長（右）沼津市長  賴重  秀一  様  
                   寄贈した製氷機  
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記 念 講 演 

講 師：墨絵イラストレーター茂本ヒデキチ 様 

演 題：新しい墨絵表現への道程 

 

講師紹介 

茂本ヒデキチ様は、1957 年愛媛県松山市に生

まれ、大阪芸術大学デザイン学科卒業後、デザイ

ナーを経て、現在は、フリーのイラストレーター

として活躍されています。 

日本の画材「墨」によるドローイングを得意とし、そのスピード感あ

るタッチで、日本国内はもとより、海外からのオファーも多いとのこと。

また、同時に個展やイベント会場で、その場で墨絵を仕上げる「ライブ

ペイント」を展開、さらにミュージシャンやパフォーマーとのコラボレ

ーションを試み、よりクオリティーの高いライブペイントを目指してい

ます。 
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 ＜ライブペインティングの内容＞ 

 

記念講演では、約 30 分にわたるライブペインティングを行っていた

だき、大きな 3 枚の墨絵を同時並行で描く姿をご披露いただきました。 

 今年は、1 年延期された東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れることもあり、墨絵で描くテーマは、「スポーツ」となりました。 

 そして、静岡県や沼津市に縁がある代表的なスポーツとして、 

① フェンシング（沼津市に活動拠点 F3BASE）  

② サッカー（Ｊリーグ・アスルクラロ沼津ほか県内に多数のＪクラブ） 

③ 自転車競技（静岡県東部地区が東京オリンピックの自転車競技会場） 

 を描いて戴きました。 

 描いた墨絵は、茂本ヒデキチ様より当クラブに寄贈いただき、その後

当クラブから沼津市に寄贈され、沼津市において東京オリンピックを含

めた今後のスポーツ PR 活動等に役立てて戴けることとなりました。 

 茂本ヒデキチ様、誠にありがとうございました。 

 
＜ 講 演 要 旨 ＞ 

 

絵を描くことを職業として約４０年が経ちました。これから後、何年

画家としてやっていくのか、決めておりません。引退宣言しない限りず

っと現役の画家のまま一生を終えると思います。  

『画家』は免許もなければ素人とプロの差もなかなかわからない不思

議な職業です。強いていうなら、誰かが自分の絵を買ってくれた時点で

プロの『画家』なのでしょう。有名無名問わず一生売れない、食えない

画家もたくさんいますし、大金持ちもいることでしょう。 

でも重要なのは、大げさなようですが、 

「画家として自分の一生を犠牲にする覚悟があるほどの作品を生み出し

ているかどうか」 

そして、「そのことをずっと続けられる力と才能があるかどうか」だと

私は思っています。 

曖昧な職業だからこそ、自分は誰にも勝るプロの画家だと言う自覚を

持たなければ、まず自分自身に負けてしまいます。私も若い頃は、いろ

いろなタッチで『上手に』絵を描く職業イラストレーターとして頑張っ

ていました。 

しかし、その頃の私の絵には、おそらく人に影響を与える程のパワー

と印象はなかったと思います。 
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『茂本ヒデキチ』が描いた絵が面白い！ 

 と認識されるにはまだまだで、やがては続かなくなり、絵で生活も

できないと自覚していました。 

そこで考えた私独自の新しい表現を施した絵、それが墨絵で、誰も描

いていなかったモチーフで、誰も観たことないタッチで描くこと、皮肉

なことにそれはアカデミック教育を受けた今までの絵の技術やノウハウ

をしまい込み、敢えて無視すると言うことでした。 

子供の頃にしか手にしたことがなかった墨と筆を持ち、誰に師事する

事も真似する事もしない事が新しい何かを生む、と無謀にも考えたので

す。 

そうすることによってあれはダメ、これもダメ、が無くなり伝統的な

墨絵の概念も知らないまま画仙紙をただただ汚したり、好きなミュージ

シャンの絵を墨で描いたり、何百枚も描いているうちに自分だけの唯一

無二のオリジナルな墨絵が出来た時は、はっきりと覚えています。 

モチーフは黒人で、初めての掛け軸作品となりました。 

この道程から生まれた私の作品は『リセット』と『アップデート』、こ

の繰り返しで生まれてきた作品だと思っています。 

リセットは、今迄の自分の技術や知識を全て壊す、あるいは敢えて封

じる事。そうすることによって、執着や気負いがなくなり作品に向かう

姿勢がいつも新鮮で新しい何かが生まれる予感がします。 

しかし、新しい手応えがある作品が生まれても、次の作品に向かう時

はまたリセット、では進化は出来ません。その間にアップデートをしま

す。それは、作品ではなく、自分自身をアップデートしておくのです。 

自分が良いと思った音楽や映画、美術や演劇をインプットしまくりま

す。流行に、時代に迎合し感知するということは、幾つになっても必要

だと私は思います。私自身、感受性豊かな若い頃に受けた音楽や芸術が

今でも作品創りの軸となっています。 

だから、今の時代を作っている若者の感受性に影響を与えなければ意

味がないとも思っています。 

その為に６０歳を過ぎた今でも、自分の好きな若い表現者の展覧会や

映画や芝居を鑑賞し好きな音楽のライブに行き、常に自分をアップデー

トして、次作に向き合います。 

作品は嘘をつかない、作家の品格やセンスが表れます。 

そして、これからも観たことのない新しい絵を、自分を壊し、更新し

ながら新しい作品を表現していけたら本望です。 

茂本 ヒデキチ  
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創立 30 周年 記念祝賀会 

祝  辞 - 沼津西 RC 創立 30 周年を祝う -                        

2020-21 年度 RI 第 2620 地区 

静岡第 2 グループ・ガバナー補佐  

沼津北ロータリークラブ 小林 俊 様 

 

沼津西 RC が 1991 年に発足し、会員の皆様が 30 年

間の活動を継続して来られたことを、敬意を以てお祝い申し上げます。 

おめでたい話ではありませんが、2020-21 年度は、何と言っても新型

コロナウイルス感染拡大に終始しました。その影響で、2021 年 2 月に実

施予定の静岡第 2 グループの IM も苦渋の決断として中止のやむなきに

至りました。貴重な交歓の機会を提供できず、主催する側としてお詫び

申し上げます。 

日本のロータリークラブは、当地出身の米山梅吉らにより 1920 年に

創立された東京 RC に始まっています。去る 5 月 25 日には日本のロータ

リー100 周年を祝う会が挙行され、その模様がオンライン配信されたと

ころです。 

その 1920 年は、1918 年から世界中に蔓延したスペイン風邪が国内で

猖獗を極めていました。これは世界で 5 千万〜1 億人以上が死亡し、米

国で 50 万人、日本では 39〜45 万人が亡くなった激甚な疫病でした。そ

れにも拘わらず 1905 年に創始されたロータリークラブが僅か 15 年で日

本にまで設立されたのは、当時の世の中に、ロータリークラブの考え方

が時代に適合したものとして受け容れられ、求められていたからだと考

えます。 

RI 第 2620 地区でも静岡、浜松の両 RC が戦前に創立され、第 2 次大戦

後にはさらに多くの人々がロータリークラブの思想を善しとし、活動に

参加して、各地に RC が創立されました。この流れは、当静岡第 2 グルー

プで最も新しい沼津西 RC の創立に結びつきました。 

 バブル崩壊後、RC の会員数は減少していますが、それは成熟した社会

が、量的発展ではない質的発展の時代になった、ということの表れでも

あります。だからこそ、奉仕の概念、親睦、高潔性、多様性を価値とす

る RC の理想は、更に世の中に必要とされるものだと考えられます。 

これからも近隣 RC と共に、沼津西 RC とその会員の皆様が、このロー

タリーの理想を体現しつつ、力強く活動してゆくことを願っています。 

本当におめでとうございます。 
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祝賀会の様子 

 

 

 
祝賀会の様子  
 
 
 
 
 
 
 

開会挨拶：名古 良輔          司会：土屋 昌之  
 

小林俊ガバナー補佐による祝辞・乾杯  
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手に手つないで（＊感染対策で手を繋がずに）  閉会挨拶：山本 宜司  
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会 長 回 想 ～創立 30 周年によせて～ 

 

2015-16 年度 第 25 代会長 

田村 治義 様 

 

 

沼津西 RC 創立 30 周年という節目の年を迎えられ、心よりお祝いを申

し上げます。 

私は、第 21 代宮島賢次会長・杉山真一幹事年度の 2012 年１月 12 日

の入会で、スポンサーは後に第 23 代会長になられた本村文一さんです。 

また、入会して間もなく、それまでの例会場であったブケ東海沼津か

ら私の勤務先でありますニューウェルサンピア沼津に変更となり、例会

場への距離は誰よりも恵まれ、100%の出席率を維持する事が出来ました。 

 その後、2015 年７月１日、当クラブ初めての女性会長となった芹澤和

子さんの後任として、第 25 代会長に就任いたしました。浅学菲才でロー

タリー歴の短い私に、入会時の幹事であった杉山真一さんに２回目の幹

事を引き受けて頂き大変助かりました。この年度は、当クラブから３人

目の地区ガバナー補佐として芹澤貞治さんを輩出し、地区情報をいち早

く頂き事業計画策定スケジュール等に沢山のアドバイスを頂きました。 

 会長時代の行事を振り返りますと、創立 25 周年記念事業として創設

した「沼津西 RC カップ少年サッカー大会」の U-11 の部・開会式を 2015

年 10 月に愛鷹運動公園で開催しました。11 月には、当クラブが提唱ク

ラブとなっている加藤学園インターアクトクラブ（IAC）がホストクラブ

となって、地区 IAC 指導者講習会を開催しました。 

2016 年 2 月には、RI 第 2620 地区静岡第 3 分区（当時）IM を芹澤貞治

ガバナー補佐のもと開催しました。記念講演として行われた蓮池薫氏に

よる「夢と絆」をテーマとした拉致問題のお話が強く印象に残っており

ます。 

そして、2016 年 5 月 29 日創立 25 周年記念式典を迎えました。大きな

事業が比較的多かった一年間でしたが、会員皆様方の絶大なるご協力に

より、また、次期会長職を 2 回目にも拘わらず心よく引き受けて頂いた

名古良輔さんのお蔭で、無事にバトンタッチすることが出来たかと思い

ます。 

30 周年を目前に退会することになりましたが、更なる発展を祈念致し

ます。 
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2016-17 年度 第 26 代会長 

名古 良輔 

 

創立 10 周年に当たる 2000-2001 年度に初めての会

長を務めました。今回 2 度目のお務めを、2016-2017 年度に果たしまし

た。子育ても、たぶん 2 度体験できれば、より良い子育てができるので

はないか、と思っていましたが、会長職も似たところがあります。でき

なかった 2 度目の子育てとは違い、2 度目の会長職は、土屋幹事の支援

で楽しく仕事をすることができました。 

 色々と試してみました。初めての試みとして、2017 年 1 月 14 日、有

志でランニングをしました。例会場から新沼津カントリークラブまでの

往復 5 キロほどです。6 名の仲間で走りました。その後、お風呂に入り

駅前に繰り出し、一杯やりながら歓談しました。コロナ禍の今では想像

もできません。 

 会長挨拶も工夫しました。原稿作成はもちろんですが、スマホに前も

って録音し、ワイヤレス・イヤフォンで聞きながら挨拶をするのです。

原稿を見ずに、会員の様子を観察しながら話ができます。興味深い経験

でした。2008 年から取り組んでいる、ベトナム枯葉剤被害者支援の旅の

講話をその後、様々な場所で何度か務めましたが、同様の方法で聴衆の

様子を観察しながら話すことができました。予定した時間通りに話がで

きるのが、最大の長所です。 

 初代会長を務められた、森延敏さんのお墓参りを 2017 年 4 月 1 日に、

みんなでできたことは一番の思い出です。ダメ会員だった私を、暖かい

目で見守ってくださった森さんの御恩に、ようやく少し報いることがで

きました。 

 年度テーマは、「入会し みんな幸せ ロータリー」でした。各会員が

活動を通して親睦を深め、所属感を自覚することで、アドラー心理学の

最終目標である共同体感覚を身に付けることができます。それぞれが異

なる職業を持ちながら、それぞれが対等であるロータリークラブ。まさ

に人生の大学院なのです。 

 楽しく 1 年を送ることができたのは、土屋幹事を始め、理事のみなさ

ま、そして各会員のおかげと、感謝するばかりです。 
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2017-18 年度 第 27 代会長  

宮島 賢次 

 

 2 回目の会長職を拝命し、前回より少しは増しな運営

をと思い頑張って務めたつもりでしたが、変わったことをしたわけでも

なく基本通りになってしまったかもしれないなぁと回想しています。 

 1 回目の会長当時の積惟貞ガバナーの方針に「不易流行」という言葉

が使われており、私も共感しそれに沿った運営を心掛け、2 回目もやは

り同じ考え方に沿っての運営になっていたと思います。 

 永遠に変わらないことの「不易」、ロータリーの目的・使命・中核的価

値観です。これを除き変われる部分を「流行」とする。昨今の例会の在

り方、回数の削減等会員増強の策としての緩和的措置が多くなってきて

います。また一方では、RLI セミナーの様にロータリーの基本に関する

勉強会を始めています。ロータリーの過渡期の様ですね。 

 話は戻って、2 回目の年度は、「流行」の前に若い会員が多くなってい

ましたので、会長挨拶ではロータリーの歴史的なお話を多用しました。

入会後年数の浅い会員にロータリーの魅力を知って頂こう、興味を持っ

て頂こうと資料を読み漁り、自分の知る限りのソースを提供しました。 

聞いて頂いた方たちが探求心を持って自ら「ロータリー」を調べてみ

るようになれば幸いです。とても深いもので勿論私も知らないことが沢

山あります。米山梅吉翁のことでも、「枚挙にいとまがない」が当てはま

る方ですから、知ろうと思えば途轍もなく奉仕された沢山の歴史資料が

あります。 

 沼津西 RC の改革・刷新・発展の活性剤となって下さる若い血を増や

し、次の 5 年・10 年と続きますよう、もう少し頑張っていきたいと思い

ます。 

 入会依頼私を育てて下さった多くの先輩ロータリアンの皆様に感謝し

ます。本当に有難う御座いました。土屋幹事を始め、理事のみなさま、

そして各会員のおかげと、感謝するばかりです。 
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2018-19 年度 第 28 代会長 

鈴木 和憲 

 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。  

2015 年 3 月に入会し、6 年目に 30 周年という記念すべき年度に在籍

させていただいた事に感謝いたします。 

 この間、入会 3 年目の 2018-19 年度の会長を拝命し、何もわからない

まま幹事の重光さんに何もかもお世話になり、何とか大役を終えること

が出来ました。 

そんな中でも、「何か新しいことに挑戦しよう」と掲げた年間目標を

実行すべく、米山奨学生の世話クラブに参加し、2019 年 4 月から 2021

年 3 月までの 2 年間、中国人留学生の唐丹さんを迎え、カウンセターと

してお世話でき、そして無事に帰国させられたことに安堵しています。  

また、2021 年 4 月からは、ベトナム人留学生のグエン・ティ・アン

ダオさんを迎え入れ、引き続き世話クラブとして面倒を見ることになり

ました。将来、当クラブとして外国との国際交流が出来るような礎とな

ればよいと思います。 

 
 
 
2019-20 年度 第 29 代会長 

久松 但 

 

 

創立 20 周年の 2010-11 年度会長を務めて以来 9 年ぶり 2 度目の会長

に 2019 年 7 月に就任しました。 

7 月から始まった年度は、順調に会務をこなしてきましたが、2020

年 3 月になって新型コロナウィルス感染症のため、6 月の最終例会まで

に 6 回の例会を中止することになりました。 

特に 4 月は、１度も開催することができず、前回会長を務めていた

2011 年 3 月に東日本大震災が起こった時でも開催できた例会が、１か

月も中止となったのは入会以来、初めてのことでした。 

 3 月以降は、例会の開催について何度も臨時理事会を開催し、その都

度検討しました。3 月以降ということもあり、花見例会はできず、千本
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浜清掃の事業もできませんでした。 

地区や静岡第 2 グループの活動も制限を受け、4 月の地区協議会は

DVD 配布となり、吉原ロータリークラブ所属の田中裕ガバナー補佐の期

末訪問も中止となりました。 

最終週のさよなら例会は、会員のみで、お昼の時間帯に開催しまし

た。3 月以降は、アルコールの入った懇親会が全くできず、とても残念

でした。 

 なお、2019-2020 年度は、初めて米山記念奨学生の受入れを行いまし

た。唐丹さんは中国からの留学生で、日本大学国際関係学部に通ってい

ました。2 年間の最初の 1 年でしたが、カウンセラーの鈴木和憲会員に

は、例会への送り迎えや休日にも応対して頂き、とても感謝しておりま

す。3 月までの期間ではありますが、唐丹さんにもクリスマス例会など

の懇親会にも参加して頂き、楽しい時間を過ごすことができました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

功労会員表彰の様子  
  



 

 

28 

新聞記事等 

 
 

引用<2021 年 6 月 2 日静岡新聞 Web 版> 
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引用<2021 年 7 月 11 日静岡新聞 Web 版> 
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（下）沼津市役所ウィズスポーツ課から御礼と報告  
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引用 「ロータリーの友」2021 年 10 月号 
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会 員 回 想 ～創立 30 周年によせて～ 

 
頴川 ゆう子 

 

記念すべき 30 周年を迎え、コロナ禍のなかでも皆さま

と共に活動出来る事を、大変嬉しく思います。 

今年度のクラブテーマ「成長を実感しよう〜3 つの扉を開く」を 1 つ

でも実現出来たらと考えております。 

ロータリーグラブは地域社会の中で、どの様な役割を担うかをグラブ

で考え協力し合い、奉仕活動などを通して良き友との親睦、友情、奉仕

の意義を、30 周年を機に再度認識出来ればと思います。 

 

 

井上 武雄 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

私は、2002 年 8 月に入会し、これまでの間クラブ会長、IM 実行委員

長と大変貴重な経験をさせて頂き感謝しております。 

 思い出に残ることは、加藤学園高等学校のインターアクトクラブ

（IAC）設立と認証状伝達式です。 

2009 年 9 月 23 日（水・祝）ブケ東海沼津において、RI 第 2620 地区

ガバナー飯田祥雄様をはじめ、地区世代委員長、IAC 委員長、沼津地区

の各 RC 会長・幹事と多数の皆様にご臨席頂き盛大な伝達式が行うこと

ができました。また、当クラブが一丸となって同 IAC の設立に向け活動

出来たことは、本当に喜ばしい限りです。沼津西 RC の皆様には心より

感謝申し上げます。 

今後 35 周年・40 周年と続き、良い仲間と楽しいクラブ活動が益々発

展して行くことを心よりお祈り申し上げます。 

 

 

宮口 雅仁 

 

沼津西 RC 創立 30 周年のうち、自分は沼津西 RC に入会

させて頂き 19 年が経とうとしています。 

20 周年の時は会員数 22 名でしたが、今現在 30 周年では 27 名に会員

数が増えました。 



 
 

 

33 
 

昨年度、今年度とコロナ禍で皆様の私生活も変わったと思います。私

には、かなりのストレスです。 

今回は創立 30 周年ですので、思い出に残る大きな行事として皆様の

心に残る行事が出来ればと思っています。 

19 年も沼津西 RC に入会させて頂いていると、その間に会員様が退会

されたり、新しい会員様が入会されたりで、色々経験させて頂き、私が

沼津西 RC の古株となってしまいました。私より古い会員様が 5 名しか

おりません。これからも最高のクラブとして発展して行けば自分も嬉し

いです。沼津西 RC 創立 30 周年、おめでとう御座います。 

 

本村 文一 

 

創立 30 周年おめでとうございます。 

私は 2001 年 10 月入会ですので、20 年目になります。 

入会後まもなく幹事をさせて戴き、会長もさせて戴きました。どちら

も自信はありませんが、先輩方をはじめとする会員の皆様に助けていた

だき何とかやり遂げました。 

そこで、現会員でなにか役職を依頼され迷っている方は、余程の事情

以外は是非引き受けていただきたいと思います。それは、ロータリーを

より深く勉強するまたとない機会になるからです。 

沼津西 RC は小さいですが、その活動内容は立派なものと思います。

インターアクト活動をし、奨学生活動や国際奉仕にも参加する。個人的

負担に頼りがちなのは心苦しい限りですが、何とか有機的に全体な活動

にしていけたらと思います。 

30 年の歴史が作り上げた、素晴らしい可能性を秘めたこのクラブを

ますます発展させていってほしいと思います。 

 

永井 克彦 

 

沼津西 RC 創立 30 周年を迎え、誠におめでとうございます。 

私は、2016 年に入会させていただいて 5 年が過ぎました。 

 当時は初めての沼津勤務となって間もない頃で何かと不安もありまし

たが、ロータリークラブの皆さんとの人間味あふれる出会いを通じて、

地域風土にも慣れ親しむ事が出来たと心から感謝しています。 

コロナ禍で社会の仕組みが大きく変化しつつある中、当クラブの発展

に少しでも貢献出来るよう微力を尽くしてまいる所存です。 
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成田 みちよ 

 

沼津西 RC 創立 30 周年、誠におめでとう御座います。 

私は、2009 年 5 月入会に入会させて頂き、早 12 年目

となりました。昨年は、久松会長のもと幹事という大役を仰せつかり、

コロナ禍の中、諸先輩方に色々教えて頂きながら無事に 1 年を終えるこ

とが出来ました。 

ロータリーは、奉仕活動や親睦、例会を通じて自己を磨く場所だと思

います。例会や活動に参加させて頂き、沼津西 RC の発展に微力ながら

も貢献出来ましたら幸いです。今後ともご指導を賜ります様、宜しくお

願い申し上げます。 

 

小野 洋子 

 

沼津西 RC 創立 30 周年、誠におめでとうございます。 

また、このような記念の年に在籍させていただけます

ことを大変光栄に感じております。 

昨年 1 月に入会させて頂きましたが、コロナ禍によりイレギュラーで

大変な中、まだまだ未熟者ですが、先輩の温かいお心遣いに導かれ、何

とか 1 年を過ごせましたことを深く感謝しております。 

普段接点がなかった方との出会いは、人生の大きな刺激になりまし

た。このようにコミュニティが大きくなることは、素晴らしいことだと

実感しております。これからもよろしくお願いいたします。 

 

芹澤 和子 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

2005 年 11 月入会、諸先輩方のご指導をいただき、早 16

年目に入っております。楽しく沢山のことを学ばせていただきました。

現在クラブは年齢が 30 代、40 代、50 代で 45%と若返りクラブになって

おります。ですが、現在は、世界中でのコロナウイルス蔓延のため、例

会や活動も制限されております。今は世の中の動きも変化をしておりま

す。沼津西 RC の活動も若いメンバーで変化を感じ、経験豊富なメンバ

ーが見守りつつ良い方向に歩んでおります。 

当クラブが素晴らしい 35 年、40 年を迎えられるよう期待して、ロー

タリークラブを通して社会貢献をしていく所存です。 
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芹澤 貞治 

 

鈴木良則様をスポンサーとして入会を許され、早い

もので 30 年を迎えます。入会当初の緊張感が懐かしく

思い出されます。 

思い出としては、鈴木博行会長のもとでの幹事時代で行った創立 5 周

年例会、入会して早々の認証状伝達式、また、入会年度の IM（当時は

本当の意味での勉強会であり、討議の内容がチンプンカンプン）、その

年の地区大会では遅刻し皆に心配をかけるという失敗もありました（時

間は守ろうと強く思ったときでした）。 

そして、2003-2004 年度の会長年度、坂部幹事には助けてもらいまし

た。本村年度での 2 度目の幹事、ロータリアンは皆優秀であることを改

めて認識した年度でした。 

2015-2016 年度の静岡第 3 分区（当時）ガバナー補佐の時には、クラ

ブの皆様の温かい協力により無事務めることができ、感謝いっぱいであ

りました。 

3 度の実行委員長を仰せつかったとき（加藤学園 IAC 認証状伝達式、

創立 20 周年、創立 30 周年）は、沼津西 RC の団結の強さを感じたとき

でした（残念なことに 20 周年は東日本大震災の影響で大幅に縮小）。 

先人たちの残してくれた沼津西 RC の伝統である纏まりのあるクラブ

作りに、微力ではありますがお手伝いしていけるよう努めていけたらと

思っております。 

 

重光 純 

 

沼津西 RC が創立 30 周年を迎えられたことを大変喜ば

しく思います。 

私は、2008 年 8 月から参加させて戴いておりますが、振り返ります

と、創立 20 周年の際には東日本大震災、創立 30 周年の際には新型コロ

ナウイルスの世界的な流行など、社会が大きく動揺する災害が生じてお

り、会員各自の職業のみならず、クラブの運営にも強い影響を与え、完

全な回復までの道程は未だにその終着点が見えない状況にあります。 

しかし、そのような困難な状況でも、ロータリークラブが可能な範囲

での活動を継続し、会員相互の懇親を深めつつ様々な奉仕を実践するこ

とにより、その存在意義が高まり、社会的認知が進むのではないかと期

待しておりますので、今度ともどうぞご指導ご鞭撻賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 
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下田 朗弘 

                               

沼津西 RC 創立 30 周年、おめでとうございます。 

2018 年 8 月に入会させて戴き、もうすぐ入会 3 年を迎えます。 

2020-21 年度は、公共イメージ委員長を担当させて戴き、30 周年実行

委員会では広報記念誌委員長を務めさせて戴くこととなりました。 

記念すべき 30 周年にそのような形で関わり、参加できることを大変

嬉しく思います。 

本日まで、先輩方にたくさんのことを教えて戴きながら日々ロータリ

ークラブの活動を学び、何とか役割を務めてくることができましたこと

を心より感謝申し上げます。 

これからも微力ながら、諸先輩方が築いてきたクラブの良さを守りつ

つ、クラブや社会の役に立てるように努力して参りますので、皆様方に

は引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

下原 満知子 

 

 

沼津西 RC 創立 30 周年、誠におめでとうございます。 

この記念すべき年度に立ち会わせていただいたこと、大変光栄に感じ

ております。 

私が当クラブに入会させて頂いてから、早いもので 8 年という月日が

経ちました。まだまだ未熟な私ですが、当クラブの発展に少しでもお役

に立てるよう努めて参りたいと思います。 

また一昨年、私事で恐縮ですが、体調を崩した折には皆様からの暖か

いお言葉を頂き、本当に嬉しく思いました。 

微力ながら当クラブの発展に貢献させていただければ幸いです。これ

からもよろしくお願い致します。 
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杉山 惠嗣 

 

沼津西 RC が 30 周年を迎え誠におめでとうございます。 

30 周年と一言で言われますが、この間、歴代会長、副会

長、幹事、副幹事、各理事をはじめ会員皆様の種々な御苦労、御心労

等々があったことと存じます。また、その反面、満足感が得られる成果

を大きく残されてきたことと御推測いたします。 

 小生は、2018 年 9 月入会し、ロータリアンとして、まだまだ若輩者

ではありますが、ロータリークラブの活動方針を理解すべく努力をし、

奉仕活動、会員の増強等に微力ではありますが力を注ぎたいと思ってお

ります。 

 入会から 3 年ですが、会員同士の連帯は極めて強く、非常に良いクラ

ブに入会したと嬉しく思っております。 

 これから新スタートを期する沼津西 RC のため、持続可能な範囲で出

来ることをしていこうと思っております。 

 今後とも、是非ご指導いただきたく宜しくお願いします。 

 

 

杉山 真一 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

2008 年 7 月に入会させていただき 12 年が経過し、これ

まで 2 度の幹事をさせていただき、数多くの出会いと経験に感謝してお

ります。 

今回の 30 周年記念事業において、私は、記念事業委員長という大役

を仰せつかりました。コロナ禍のため満足なクラブの奉仕活動ができな

いなか、皆様のご協力により記念事業の 1 つとして 2020 年 10 月 25 日

にアスルクラロスポーツクラブと協力して沼津西 RC カップ U-8 少年サ

ッカー大会を特別協賛という形で行い、大会運営・記念品の贈呈を行う

ことができました。 

創立 30 周年を迎え、当クラブがこれまで以上に発展できるよう微力

ではありますが尽くしたいと思います。 
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鈴木 博行 

 

創立 30 周年記念式典が多くのご来賓、招待者のご参加

を頂き、大変充実した記念式典でした。 

私達クラブは、歴代会長、幹事のたゆまざる努力と全会員の思いやり

の精神で、会員相互の融和を図り、出席率の向上、会員増強のもと、時

代に即応じた奉仕活動を行い、地域の人々に愛され、親しまれるクラブ

になれるよう努力しています。 

 私自身、沼津北 RC・沼津西 RC 在籍 37 年になりますが、ロータリーの

魅力は多くの人との出会いだと思います。多くの友と「友情の和」を広

げることにより、自分の人生に「幸」を招くことになります。 

今年度は、芹澤貞治 30 周年記念式典実行委員長・植松会長の指導力と

山田幹事のきめ細やかな配慮がクラブ内の結束を強め、コロナ禍におい

ても安心してクラブ運営が出来たと思います。これからもクラブ創立 35

周年に向けて会員相互の友情と地域社会の奉仕に貢献してまいりましょ

う。 

 

 

鈴木 和憲 

 

 沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

2015 年 3 月に入会し、6 年目に 30 周年という記念すべ

き年度に在籍させていただいた事に感謝いたします。 

 この間、入会 3 年目の 2018-19 年度の会長を体験し、何もわからない

まま、幹事の重光さんに何もかもお世話になり何とか大役を終えること

が出来ました。 

そんな中でも、「何か新しいことに挑戦しよう」と掲げた年間目標に

米山奨学生の世話クラブとして参加し、2019 年 4 月から 2021 年 3 月ま

での 2 年間、中国人留学生の唐丹さんを迎え、カウンセターとしてお世

話出来、無事に帰国させられたことに安堵しています。 

また、今年 4 月からは、ベトナムのグエン・ティ・アンダオさんを世

話クラブとして引続き面倒を見ることになりました。将来、当クラブと

して外国との国際交流が出来るような礎となればよいと思います。 
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鈴木 良則 

 

沼津西 RC 創立 30 周年記念を迎え、誠におめでとうご

ざいます。 

30 年前、当クラブ設立準備から参加し、今周年記念祭に現会員とし

て在籍出来ました事は人生最大の喜びです。 

1. チャーターメンバーとして第 2 代会長に指名されました。初年度

は、副幹事でしたが、第 2 代会長予定者が期末最終例会にて、転勤

により急遽退会されました。臨時会員総会にて会長に選任された

際、幹事をはじめ各委員長を指名させて頂き、ロータリーの協調精

神を持って 1 週間後の新年度第１例会をスタートさせることができ

ました。 

第 2 年度の当クラブの目標は、①真のロータリアン作り、②規律正

しく和やかでロータリアンとしての品格を持ってすべての活動に協調

する、でした。 

2.1997-98 年 岩波年度 

 静岡県第 3 分区（当時）代理を拝命(現ガバナー補佐)し、ホスト

クラブ富士宮西ロータリークラブとして開催した IM では、環境問題

をテーマとして取り扱いました。 

3.同年度 米山梅吉記念館建設委員拝命しました。 

4.2006-07 年 地区米山梅吉記念館副委員長を務めました。 

 以上のほかにもロータリアンとして様々なことに携わることができた

ことを大変嬉しく感じております。 

 

 

土屋 昌之 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

平成 25 年 7 月の入会以来、2 回目の周年記念に参加さ

せていただくことを大変光栄に感じております。 

入会から約 8 年間、様々な役職を務めさせていただき、様々な経験を

させていただきました。この経験は、人生にとってとても大きな糧にな

っています。 

コロナ禍において今までとは異なった形態に変化していくとも思われ

ますが、次回の周年記念にも充実したロータリーライフを過ごしてきた

と思える様、しっかりと向き合っていきたいと思います。 
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内田 逸美 

 

 

 

Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ！ 

少し前は、簡単に祝宴は、できたものです。 

あたり前のことが、あたり前にできなくなってしまった、 

今日この頃でございます。 

『ＣＯＶＩＤ－１９』という見えない敵と向かい合い、 

時に一歩下がり、時に一歩進み、まるで時代に 

試されているような、日々でございます。 

このような中、”創立 30 周年”という｢おいわいごと｣を 

目標として、迎えられた事、嬉しく思います。 

明治維新後、大阪株式取引所、大阪商法会議所など 

設立、関西実業界の基礎を築いた、五代友厚氏は、 

｢大切なのは、地位でしょうか？名誉でしょうか？いや、 

目的でしょう！｣と申しております。 

現在『ＣＯＶＩＤ－１９』と戦っている時代だからこそ、 

ロータリークラブの伝えられてきた精神を深く目標に持ち、 

｢焦る事なく、腐る事なく、負ける事なく！｣後の世に、 

今日のこの 30 周年の｢ハレの日｣の事を、伝えていける 

｢カタリベ｣となる！そのようなロータリアンである事を 

｢目的｣に、歩んでいきたいものです。 

晴れても良し、曇っても良し、大らかに！ 

後の時代の｢ハレ｣の日の為に！ 

Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ！ 

 

     

渡辺 勝也 

 

 

2015 年 8 月に沼津西 RC 入会し、早 6 年近く経過しました。 

私自身は、2 度目の周年記念事業でした。前回から例会場も変更とな

り、またコロナ禍での開催のため、開催の判断や準備などには、いつも

以上の大変さがありました。 

そのなかでもクラブのメンバーが一丸となって準備を進め、皆様をお
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迎えして無事に創立 30 周年記念式典を開催できたことを心より嬉しく

思います。 

この沼津西 RC が 30 周年を迎えて、尚且つ、チャーターメンバーもい

らっしゃいますので、私はその方々の創り上げてきた歴史をよく聞き、

学ばせて頂いて、今後の 35 周年に向けて、より一層、クラブのために力

を尽くしていきたいと思います。 

 

 

山田 和典 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

私は、2017 年 5 月 11 日に入会させていただき、5 年が

経過いたしました。 

今期この節目の年に植松会長のもと幹事を務めることとなり、入会 4

年を過ぎての大役でございましたが、沢山の貴重な経験をさせていただ

きました。 

コロナ禍においての例会運営、例会場の移転、30 周年の準備など、

植松会長をはじめ諸先輩方のご指導をいただきながら何とか 1 年が過ぎ

ようとしております。微力ではございましたが、当クラブの歴史の 1 ペ

ージに携われたことは自分の良き財産として、今後も一会員として精進

していく所存でございます。 

今後の当クラブの飛躍を祈念しております。 

 

 

山本 哲之 

                                          

創立 30 周年おめでとうございます。 

還暦にてロータリアンデビューして早半年、コロナ禍ということもあ

り、諸行事の中止もありましたが、ニューウェルサンピア沼津からアク

アガーデン迎賓館への例会会場の引っ越しや、オンラインでの地区研修

など通常では得られない貴重な経験をさせていただきました。 

例会に参加するたびに、新しい発見や出会いがあり、また仲間の皆さ

まからの温かい言葉や笑顔に励ましをいただいている毎日です。良き仲

間たちと志を共にして歩いて行けることに、感謝と誇りを感じておりま

す。これからも様々な活動を経験しながら、ロータリーの理念を勉強し

ていきたいと思います。今大会がコロナ収束の明るい兆しになってくれ

ることを、心より祈願しております。 



 

 

42 

 

山本 宜司 

 

沼津西 RC 創立 30 周年おめでとうございます。 

2016 年 7 月に入会させて頂き、翌年に幹事を経験させ

て頂き、慌ただしく過ごした年月でした。 

そして、沼津西 RC 創立 30 周年の節目の年に副会長として、実行委員

会の総務委員長として貴重な経験をさせて頂きました。 

新型コロナウイルス感染拡大により、活動も制限される中において、

会長・幹事・実行委員長・実行副委員長を中心として会員一同結集し創

立 30 周年を迎えることは非常に喜ばしい限りです。 

今後、沼津西 RC が 35 年・40 年・50 年と奉仕や親睦活動を通してさ

らなる発展を目指し、会員の皆様と一緒にクラブの為・地域社会の為に

楽しみながら活動していきたいと思います。 

 

米山記念奨学生 

 

グエン ティー アン ダオ 

2021 年 4 月～2022 年 3 月 

国籍 ベトナム共和国 

 

 

唐 丹（トウ タン） 

2019 年 4 月～2021 年 3 月 

国籍 中華人民共和国 
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会 員 名 簿 

 
                         2021 年 5 月 30 日現在  

 

氏   名  入会年月日  事   業   所   名  事  業  所  住  所  電話番号  

頴川ゆう子  2014. 2.17 ソレイユコーポレーション(株 ) 沼津市南本郷町 1-27 055-933-3138 

久松  但  2002. 7. 6 久松但公認会計士事務所  沼津市本町 15-1 055-961-2050 

井上  武雄  2002. 8.29 (株 )イノウエテクニカ  沼津市中原町 3-20 055-935-0550 

宮口  雅仁  2002. 7. 6 (株 )中央不動産  沼津市五月町 9-2 055-921-1181 

宮島  賢次  2003. 2. 6 (株 )大義工務店  沼津市下香貫塚田 2263 055-934-0708 

本村  文一  2001.10. 4 本村クリニック  沼津市大塚 870 055-969-0001 

永井  克彦  2016. 7. 7 エヌ・イーケムキャット(株 ) 沼津市一本松 678 055-966-1080 

名古  良輔  1991. 6.25 あいあい眼科クリニック  沼津市原 1721-17 055-967-7715 

成田みちよ 2009. 5. 7 (株 )天華葬祭  沼津市岡一色 96-5 055-929-0343 

小野  洋子  2020. 1. 9 (有 )JY 沼津市高島町 8-8 055-929-1881 

芹澤  和子  2005.11.24 M＆K オフィス  沼津市岡一色 207-14 055-923-6680 

芹澤  貞治  1991.11.28 (有 )芹沢ガラスセンター  沼津市今沢 450 055-967-3316 

重光  純  2008. 8. 7 小川・重光法律事務所  沼津市三園町 2-29 055-932-8411 

下田  朗弘  2018. 8. 2 沼津総合法律事務所  沼津市吉田町 25-2 浜ﾋﾞﾙ 2 階  055-931-5119 

下原満知子  2013.12.12 (株 )下電工  御殿場市ぐみ沢 66-2 0550-82-0458 

杉山  惠嗣  2018. 9.13 杉山恵嗣司法書士事務所  沼津市本郷町 10-28 055-946-6991 

杉山  真一  2008. 7.10 コーア建設 (株 ) 沼津市一本松 512-4 055-966-0073 

鈴木  博行  1984. 5. 1 鈴木不動産管理事務所  沼津市一本松 461 055-966-0092 

鈴木  和憲  2015. 3.12 (株 )東海医療器械  沼津市大岡 901-3 055-921-5387 

鈴木  良則  1991. 6.25 (株 )城南倉庫  沼津市青野 255-7 055-966-1941 

土屋  昌之  2013. 7. 4 (株 )ひかり保険サービス  沼津市原 1721-10 055-969-3131 

内田  逸美  2017. 3. 9 (株 )マツザキ 沼津市岡一色 411-1 055-921-7779 

植松  正  2005. 3. 3 (株 )沼津松長トラスト  沼津市松長 460 055-966-4861 

渡邉  勝也  2015. 8.20 (株 )勝電機  沼津市原 582-22 055-967-2101 

山田  和典  2017. 5.11 山田車体工業 (株 ) 沼津市松長字改正 600 055-966-0815 

山本  哲之  2020.11. 5 宗教法人興福寺  沼津市志下 60 055-931-0276 

山本  宜司  2016. 7. 7 (有 )緑香苑  沼津市下香貫林ノ下 1988 055-931-0408 
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ＭＥＭＯ 
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編 集 後 記 

梅雨の中休み、見事な晴天の日曜日、賴重秀一沼津市長を来賓に迎え、

志田浩顯ガバナー、積惟貞米山記念館理事長、寺戸常剛地区幹事、小林

俊 静岡第 2 グループ・ガバナー補佐をはじめとして、沼津地区 3 クラブ

の会長・幹事の皆様にご臨席頂いて、30 周年記念例会が無事開催された

ことは、大変喜ばしいことでありました。 

正直、コロナ禍での開催に私自身いろいろ揺れることもありましたが、

「会員の皆様の記憶に残る 30 周年になれば」との思いで開催すること

と致しました。 

今年は、当クラブ例会場の変更、そして東京オリンピック、パラリン

ピックの開催と、本当に心に残る年度となることと思います。 

 私事ではありますが、2 度の入院、治療、特に 2 度目は 1 か月前であ

り、宮島副委員長を始め、実行委員会、また会員の皆様には迷惑や心配

を掛けました。 

 創立会員 26 名での出発から 30 年経ち、会員数はあまり変化がありま

せんが、結成以来の会員の団結の強さがいかんなく発揮されたことと思

います。 

創立 30 周年記念に関する活動に関しては、昨年 10 月の沼津西ロータ

リークラブカップ少年サッカー大会から始まり、本日の式典で締めとな

りますが、すべての活動を通じて沼津西ロータリークラブの纏まりの良

さが十分に表れたことでした。 

そして、今後 10 年 20 年と、ますます発展することを確認致しました。 

最後になりますが、つたない実行委員長を助けてくれた会員の皆様に

は、心より感謝致します。 

令和 3 年 11 月吉日 

沼津西ロータリークラブ              

30 周年記念例会実行委員長 芹澤 貞治 

 

       沼津西ロータリークラブ 30 周年記念誌 

       ==================================== 

    編  集   沼津西ロータリークラブ 

               30 周年記念誌編集委員会 
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       印  刷   みどり美術印刷株式会社 
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