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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 1号

2012年 7月 5日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

会長・幹事・副会長　今年度の抱負

宮口雅仁 会長 

新会長就任後、第1回目の会長挨拶ですが私の好

きな趣味でもある車のお話しをさせて頂きます。

私が子供の頃スーパーカーブームがありました。

スーパーカー「ランボルギーニ」や「フェラーリ

」、これは創設者の名前です。フェルッチオ・ラ

ンボルギーニはもともと農家に生まれ戦争が終わ

り、不要となった軍のトラックを改造し民間用に

農作業用トラクターとして販売したのが飛ぶよう

に売れたそうです。

トラクターの製造、販売事業で成功を収めたラン

ボルギーニは昔から大の車好きで、当時一般庶民

の憧れでもあり、イタリアで成功したものの証で

もあるフェラーリを購入し優雅にドライブを楽し

む生活を送っていたのですが、ランボルギーニは

内心フェラーリの価格に対しての品質には満足し

ていませんでした。そんな時、トラブルが起きた

フェラーリのクラッチを交換しようとパーツを発

注したところ、送られてきた物は、なんと自分が

生産しているトラクターで使ってるのと同じ物で、

しかも10倍もの料金を請求されたのです。

　　　     　　　　　　

これに激怒したランボルギーニはすぐにフェラー

リ社に抗議、直接エンツォフェラーリ社長に抗議

したところ、フェラーリ社長は「自分の所のトラ

クターでも乗ってろ！！うちの車に文句をつける

な」とランボルギーニは「俺がスーパーカーの作

り方を教えてやる」と喧嘩になったそうです。元

々優秀なメカニックであったランボルギーニはエ

ンジンヘッドをオリジナルのSOHCから当時市販の

フェラーリに採用されてなかったDOHCに改造し、

完成された車は新型のフェラーリをカモに出来る

ほど速かったと言います。今現在もランボルギー

ニ社は30名ほどの職人の手作り＆オーダーメイド

で1台の塗装は1人で250時間かけるそうなのでビ

ックリです。670馬力V型12気筒エンジン（一般の

車の3倍以上のパワーを持つモンスターエンジン

）時速300キロ以上をもたらす巨大エンジン。

　何歳になっても憧れの車です。ちなみに価格は

2000万～5000万です。

7月のプログラム

1002 回12:30

7月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

委員会委員長の抱負

1003 回18:30

7月21日(土)

さかなや旅館　

前年度会長幹事慰労会  移動例

会・夜間例会・曜日変更

1004 回12:30

7月26 日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

クラブ協議会①

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1001回 21名 20名  - 95.24 %

999回 21名 16名  1名 80.95 %

●ビジター　

1.山本　章様：せせらぎ三島RC

2.石川秀雄様：沼津RC

3.伊東哲夫様：沼津北RC

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

◆◆第1001例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告 

1.渡邉亀一：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

2.久松　但：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

3.宮口雅仁：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

4.影山桓義様（沼津北RC）：1000回記念に沼津北
RC影山会長からのスマイルをいただきました。

5.伊東哲夫様（沼津北RC）：昨年、ガバナー補佐
への、ご協力に感謝します。

6.石川秀雄様（沼津RC）：お邪魔致します。井上
さんには、大変お世話になっております。

7.広報委員会：クラブ広報委員引継会残金です。

8.宮島賢次：1000回記念例会は、皆様ご協力頂き、
無事出来ました事に、お礼申し上げます。また、
今年度、宮口会長、久松幹事、1年お世話になり
ます。良いスタートを切って下さい。

9.栗原侑男：1年間よろしく御願いします。

10.芹澤和子：1年間よろしくお願いします。

11.鈴木泰次：1年間よろしくお願いします。

12.名古良輔：宮口会長、久松幹事、1年間頑張っ
て下さい。

13.鈴木博行：1年間よろしくお願い致します。

14.成田みちよ：1年間宜しくお願い致します。

15.鈴木良則：宮島会長、杉山幹事、1年間お疲れ
様でした。宮口会長、久松幹事、宜しくお願いし
ます。

16.大村保二：1年間、宜しく。

17.杉山真一：1年間宜しくお願いします。

18.芹澤貞治：・宮口会長、久松幹事、1年間お願
いします。・1000回記念例会では、田村さんには、
お世話になりました。

19.井上武雄：宮口会長、久松幹事、1年間宜しく
お願いします。

20.田村治義：1年間宜しくお願い致します。

21.久松　但：1年間宜しくお願いします。

22.植松　正：宮口会長、久松幹事、1年間よろし
くお願いします。

23.渡邉亀一：新年度が始まりました。今年こそ、
会員増強を皆様とガンバリましょう。

24.尾島康夫：宮口会長、久松幹事、新年度が始
まります。よろしくお願いします。

25.本村文一：宮口会長、久松幹事、1年間宜しく
お願いします。

26.宮口雅仁：会員の皆様、これから1年間お手や
わらかにお願い致します。

27.重光　純：今年度も宜しくお願いします。

●欠席

　伊縫文哉

●他クラブへの出席者　

  重光　純(7/2 沼津柿田川RC)、宮口雅仁、久松 
但(7/3 沼津北RC)

　　　　　　　幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①新富士ロータリークラブ

　7月17日(火) 於：常願寺 

2.報告・連絡事項

①次週は、理事会がありますので、理事の方はご

出席をお願い致します。

②前年度各委員長は、2011～2012年度委員会活動

報告を、7月19日(木)までに幹事又は事務局まで

提出願います。

③7月21日(土)の前年度会長・幹事慰労会例会の、

出欠席をご記入ください。

④上期の会費納入を7月31日(火)までにお願いし

ます。

  

会長・幹事・副会長　今年度の抱負

　　　

　会長の抱負　宮口雅仁 君　

　沼津西ロータリークラブ新会長となり、慣れるま
で多少の時間はかかると思います。副会長であった
1年間の方が、何か精神的に大変だったような気も
しています。

 会長に向けてのストレスなどもあり、いろいろ考
えた時期もありましたが、今現在会長になってはじ
めて7月3日(火)に親クラブでもあります、沼津北ロ
ータリークラブにご挨拶行ってきました。当クラブ
の会長の挨拶は今日が初めてですが、神経が図太い
のか今までの緊張がまったくなくなってしまった感
じがしています。先月の会長エレクトとしての挨拶
でもお話ししましたが、自分の掲げた会長方針は、
職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながりを深
めることです。
　
　何処のロータリークラブも、景気の良い時代は会
員も多く、このような方針など掲げなくても会員は
減る事もなかったと思います。今現在日本の世の中
は不景気です。見栄とプライドで生き抜いてこられ
たロータリアン諸先輩方ばかりでなく、今の時代、
ロータリアンでも自分の会社の倒産、思うように会
社の運営が出来ないなど、いろいろな悩みをお持ち
の方もいらっしゃるのではないかと思っています。
ロータリアン自身の仕事が安定してこそ他人にも職
業奉仕が出来るのではないでしょうか？という事は
ロータリアン同士が本業である仕事において広い心
をお持ちになれるよう自分の仕事において皆さんの
前でアピール出来る場を与え、仲間意識を高め、ロ
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ータリアン同士も潤い、狭い心を大きな心にさせて
こそ他人への職業奉仕が生まれてくる事と考えます。

　もう1つは例会中の雰囲気作りだと思っています。
新しい新会員も旧会員も楽しい例会なら毎週の例会
が楽しみになりますが、とりあえずただ出席してる、
出来る事なら今日の例会は仕事もあるし休みたいな
どの気持ちを例会作りにおいて出席率の向上を図る
事が出来れば嬉しいです。その為には、私の会長挨
拶にもプレッシャーがかかってきます。お堅い話し
ばかりで楽しいわけでもないことを出来るだけなく
す努力をして会長挨拶時、会員様がちゃんと、耳を
傾けてくれるであろう話題作りを出来るかわかりま
せんが、これからの目標抱負と考えています。

　今年から例会場は、ここニューウェルサンピア沼
津になりましたが、食事もボリームがあり美味しく、
中にはボリームがありすぎると仰る方もいらっしゃ
るかも知れませんが私には丁度いいです。これから
若いロータリアンの方々も入会されたりメーキャッ
プされるお客様にも食事のアピールが出来ます。先
日、沼津北クラブ会長の若林さんにも質が下がった
り何かあったらすぐ言ってください。と頼もしいお
言葉頂きました。

　余談です。若林さんと話したのですが、沼津4ク
ラブの内3クラブ（沼津RC会長（鈴傳）、沼津北RC
会長（望星第一クリニック）、沼津西RC会長（中央
不動産）の会社が沼津駅北口エスポット通り沿いの
200m圏内にまとまり沼津RC会長さんと沼津北RC会長
さんは、なんとお隣りさん、これも奇遇ですねとお
話ししました。
　
　これから1年間、沼津西ロータリークラブ会長と
しての責務を真面目にたんたんとこなしてやって行
くつもりですので会員の皆さま宜しくお願い致しま
す。

　　　　　　　　      幹事の抱負　久松　但 君

　2008～2009年に続き2回目の幹事となります。前

回の幹事の時は、7月に仕事の都合上、1回どうして

も出席できず、ホーム100％出席ができませんでし

た。

  また、会長の時も4月に教育委員会の都合上、1回

どうしても出席ができず、ホーム100％出席ができ

ませんでした。したがって、今年度は何とかホーム

100％を目指したいと考えています。

　

 幹事という職務は、会長のサポートですから、具

体的な抱負というのはありませんが、粛々と事務を

こなしていきたいと考えています。その中で、会員

の皆様の意見を良く聞いて、クラブのロータリー活

動に生かしていきたいと思います。

　

 今年度は、特別な行事等は無いと思いますが、10

月に4クラブのゴルフコンペと合同例会、2月に当ク

ラブが当番となる柿田川ロータリークラブとの合同

例会があります。

　会員皆様の協力が無くてはクラブ運営が成り立ち

ませんので、前年度と同様のご協力をお願いします。

                     新年度の抱負 本村文一 君 

 こんにちは、この度、副会長及びクラブ管理運営

委員長を仰せつかりました。副会長は当然、会長の

補佐ですが、クラブ管理運営委員会の役割は①クラ

ブ年度目標を達成するための委員会目標を立てる、

②プログラムの計画、③出席の記録、それと一番大

切な④クラブ会員間の親睦を深めクラブを効果的に

運営するための活動。、とあります。親睦がうまく

いかないクラブには新会員は入りません。政治では

ないですが、数はやはり力です。

　当クラブの問題は会員が少ないため負担が多いこ

と。一人一人の会員は、よくがんばっていますが、

このままではクラブ活動が楽しくても負担が多いと

苦になり、退会の原因となるかもしれません。

　

　今年度もかなりの会員に負担を強いています。会

員数が多ければ各自の負担の軽減ができ、さらに深

く活動ができるかもしれません。とにかく会員を増

やしましょう。歴史は浅いが人数が多く勢いあるク

ラブと言われたいものです。

　これこそ客観的に評価されるものであるし、新会

員候補者からみれば魅力になるはずです。1年間楽

しく過ごしましょう。ご協力とご理解をお願いしま

す。　
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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 2号

2012年 7月 12日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

各委員会委員長　今年度の抱負

宮口雅仁 会長 

　本日は会員増強についてお話しさせて頂きます。
日本は、戦後会員を拡大し世界第2位のロータリ
ー国となりましたが、近年の経済情勢の変化や震
災等の影響から、クラブ数2301、クラブ会員数
89249人にまで減少しています。反面、諸外国で
は増加しています。

　ロータリーは世界経済に大いに影響を受けると
言われています。インドは日本を抜いて会員数10
万人程で世界第2位(日本は現在第3位)だそうです。
韓国も会員数の上昇で約6万人に、ブラジルも韓
国に次いで5万人強となっております。

　新会員が沢山入れば、斬新なアイデアや時代に
合わせた事業の提案を促し、クラブの活性化にも
繋がります。特に若い会員の入会はクラブの長期
的存続に絶対必要だと思います。

　経済的、身体的な理由で退会されてしまう方が
いらっしゃることは、どうしようもない事です。
だからこそ常に会員を増強しなくてはクラブの存
続はあり得ないと思います。会員の皆様一人ひと
りのお声かけが大切です。新しく事業を始められ
た知人の方でも結構です。事業主である皆様は、
顧客ベースを増やす為の人脈づくりの重要性を知
っています。ロータリーに入会したことについて
のご自身の経験を知人の方に話し、例会に招いて
ください。

　会員の皆様には、年に1度、入会の資格がある
と思われる友人、隣人、同僚、仕事での知人を、
1人以上ご紹介いただくようにお願いします。

　この活動は、新会員を推薦するという責務をロ
ータリアンに思い起こさせると同時に、入会見込
み者の貴重なリストを作る為にも有益だと思いま
す。かつて同様の活動を実施しましたが、残念な
がらその後継続しませんでした。

　会員候補者に挙げられた人々をクラブの例会に
招く運用を定着させるとともに、これらの人々の
情報をクラブの職業分類調査と会員の多様性の調
査結果と比較し、宮島会員増強委員長の協力のも
と実行していきたいと考える次第です。

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1002回 21名 19名  - 90.48 %

1000回 21名 20名  1名 100.00 %

●欠席者(2名)

　成田みちよ、大村保二

●他クラブへの出席者　

　鈴木博行（7/3　沼津北RC）

●スマイル報告

1.杉山真一：誕生日のお祝い有難うございます。
2.鈴木博行：誕生日のお祝い有難うございます。
3.杉山真一：入会記念のお祝い有難うございます。
4.尾島康夫：入会記念のお祝い有難うございます。
5.久松　但：子供のサッカーのクラブチームが全
　国大会出場を決めました。
6.鈴木良則：田村さん、プール券、入浴券を頂き、
　ありがとうございました。
7.伊縫文哉：所用につき早退します。

理　事　会　報　告

1.報告事項

① 会員誕生日などの記念品について

　入会記念日はロックグラス、会員誕生日は3種 

　ペン、婦人誕生日は鉢植えとしました。

② 7月21日（土）前年度会長幹事慰労会について、
「10名宿泊・5名日帰り」で予約しました。

③ 沼津4ロータリークラブ合同コンペを10月8日 
(月)に開催すべく、新沼津カントリークラブに
8:42スタートでOUT・IN 6組ずつ予約しました。

2.協議事項

① 8月度プログラム：提案のとおり承認する

② 7月26日（木）クラブ協議会　ガバナー補佐公 

　式訪問について：ガバナー補佐からのご挨拶後、
　年次計画につきガバナー補佐と協議

③ 前年度出度表彰について：8月2日(木)に行う。

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

◆◆第1002例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

　　　　　　　幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①裾野ロータリークラブ
　7月20日(金) 前会長、幹事慰労会　於：みよし

②三島ロータリークラブ
7月25日→28日(土)　夏の家族会　例会日・例会
場変更

③沼津柿田川ロータリークラブ
　8月06日(月) 前会長幹事慰労例会
　8月13日(月) 裁量休会
　※7月より例会場は沼津卸商社センターです。 

④吉原ロータリークラブ
　7月26日(木) 期首懇親会 於：松葉楼　MUはホ 
　ワイトパレス11:30～12:30
　8月16日(木) 特別休会　MUは行いません。

8月23日(木) 夜間例会　MUはホワイトパレス 
11:30～12:30

2.報告・連絡事項

次週7月21日(土)は例会日変更で、さかなや旅 
館別館本陣にて前年度会長幹事慰労会です。

7月のプログラム

1003 回18:30

7月21日(土)

さかなや旅館　
前年度会長幹事慰労会  移動例
会・夜間例会・曜日変更

1004 回12:30
7月26 日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブ協議会①

8月のプログラム

1005 回12:30
8月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブ協議会　前年度事業・決
算報告

1006 回18:30
8月9日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
納涼例会　夜間例会

8月16日(木) 裁量休会

1007 回12:30
8月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアク
トクラブ年次大会報告　加藤学
園生徒

1008 回12:30
8月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブフォーラム(会員増強維持
セミナー報告を兼ねる )

                                    
各委員会委員長　今年度の抱負

　　　　
　　　クラブ広報委員会   

委員長　重光　純 君

　今年度も、例年どおり週報の作成・配布、ロータ

リーの友の紹介、クラブの活動内容の広報を行う予
定ですが、少しでも変えられるところは変えるか、
変えるきっかけを作ることを考えています。
　たとえば、週報の配布を希望者に限ってペーパー
レスにしたり、ＨＰに加えフェイスブックを利用し
たりするなどを考えていますが、実際には皆さんの
ご意見を伺いながら考えていきたいと思います。

　　

　会員増強委員会

　　　　　委員長　宮島賢次 君 

　ロータリークラブが効果的に機能するためには、
会員が必要です。クラブの力は、クラブの会員基盤
の規模と強さに直接関係しています。
　クラブの会員基盤を築くには、会員を勧誘すると
同時に、会員を維持することも必要です。新会員が
入会することで、多様性や新鮮なアイデア、新しい
エネルギーなどが齎されるなど、クラブにとって大
きな利点があります。一方、現会員は、クラブの会
員基盤を保ち、クラブの有意義な活動を続けていく
ために欠かせない存在です。
　新会員の勧誘にあたって目標を設定し、目標を達
成するための計画を立て、この計画を実行するため
にクラブ会員とコミュニケーションを図り、友人や
家族、仕事関係の知人等に入会を勧めるよう会員に
奨励します。

　　　

　奉仕プロジェクト委員会

　　　　　委員長　渡邉亀一 君 

　奉仕プロジェクト委員会の継続事業である千本浜
清掃は、ここ数年、加藤学園インターアクトクラブ
の参加が定着して大変よい傾向にあると思います。
生徒たちが率先して社会奉仕活動に取り組んでいる
ことが、地域社会の貢献であり、また、環境保全の
意識が、このプロジェクトを通して子供たちの心に
確実に育まれていると思っています。
　鯉の放流については、一部地域社会から他の魚へ
の影響が懸念されている声もあり、調査等の必要も
含めて検討したいと思っています。
　職業奉仕については、年次計画に記載することは
御座いませんでしたが、ロータリーの根幹であると
いうことに理解を求めていきたいと思っています。

　　　
　　ロータリー財団委員会

　　　　　委員長　鈴木泰次 君 

　本年度は、次年度から始まる「未来の夢計画」に
ついて内容を把握し、当クラブに於いてどのような
活動が出来るのか充分研究し、その活用を考える年
度になると思います。
　ロータリー財団からの補助金の活用方法が大分変
わることになりますので、8月の財団セミナーに参
加して、その内容を皆さんにお知らせし、出来れば
次年度の役員の皆様とも相談し、その補助金を活用
できるような事業を考えたいと思います。

久松（３，１） 井上（　④　） 伊縫（　３　） 宮島（④）＋１ 本村（　④　）

名古（　④　）

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

栗原（３，１) 宮口(　④　）

成田(３、１) 大村(　３　) 尾島(　３　) 芹澤貞(　④　) 芹澤和(　３　) 重光（３，１)

杉山真(　④　) 鈴木博(　④　) 鈴木泰(　④　) 鈴木良(　３　) 田村(　④　) 植松(　④　) 渡邉(　④　)

例会出席％　89.29　% 地区報告％　94.05　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 3号

2012年 7月 20日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

さかなや旅館　前年度会長幹事慰労会

宮口雅仁 会長 

　今日は皆さんの直系卑属(子供や孫)への住宅資
金贈与非課税のお話をさせて頂きます。

　若年層の住宅への志向を探る中で、個人的に一
番興味があったのが「これからの若年世代は家を
買うのか」という点です。今まで見てきたように、
若年層の消費意識は堅実です。自分がこだわるも
のには惜しまずお金を使うが、その分、自分に不
要なものは体裁などにこだわらず持たない選択を
するこの世代が、人生で最も高額な買い物、住宅
購入に対してどう考えているのか、非常に興味が
ありました。
　年代別の持ち家意識の調査では、「どうしても
家を買いたい」の割合は20代後半で12.9％、20代
前半で11.8％とあまり高い数値ではありませんが、
「出来れば家を買いたい」の割合まで含めると、
どちらの世代でも半数以上が家を買いたいという
積極的な意思を持っている結果となりました。
　一方で賃貸住宅を志向する割合は4％程度と低
く、世代に関わらず持ち家志向が強いことが分か
ります。
　独身者の多い若年世代でも、これだけ強い購入
志向があることは驚きですが、若年層の堅実性が
表れていると言えるでしょう。

　住宅購入意欲が高い一方で気になるのは、「現
実的に買えるのか」という点です。年収が上がり
にくい状況下では、自己資金を貯めるのも容易で
はありません。そこで、若年層の住宅購入を後押
しする策として期待されるのが、親からの援助で
す。
　親からの自己資金贈与、贈与額の平均は764万
円、詳細に見ると、贈与額300万円未満と、1000
万円～1500万円未満の金額帯が多く、贈与金額は
二極化しています。贈与を受けた人は全体の約
23％で、5人に1人強が贈与を受けていることにな
ります。

　そこで直系尊属(直系の父母・祖父母)から住宅
資金の贈与を受けた場合の非課税額のお話しさせ
て頂きます。平成24年については1000万円まで贈
与が非課税、省エネ・耐震住宅なら1500万円まで
非課税です。平成25年においては700万円まで贈
与が非課税、省エネ・耐震住宅なら1200万円まで

非課税です。平成26年においては500万円まで贈
与が非課税、省エネ・耐震住宅なら1000万円まで
非課税です。
　これには1つ要件があります。贈与を受ける者
の合計所得金額が2000万円以下であることや、住
宅の床面積が50㎡以上240㎡以下です。東日本大
震災の被害者については、省エネ・耐震住宅を備
えた住宅については、平成24年、25年、26年の贈
与についても1500万円まで非課税、それ以外の住
宅についても1000万円まで非課税です。贈与を受
ける者の所得や床面積の要件もありません。

　親から贈与を受けた場合、年間で110万円を超
えると贈与税が課税されますが、親が65歳以上、
子供が20歳以上なら相続時精算課税制度を選択す
ることが出来ます。
　この制度を選択した場合、2500万円までの贈与
であれば、その時点で贈与税が課税されず、相続
時に相続税として税金が課税されることになりま
す。(2500万円を超える分については20％の贈与
税を支払えば済みます)。特例で、住宅取得資金
については、贈与者である親の年齢が65歳未満で
も可能になっています。
　この特例は平成26年12月31日まで適応されます。
　ですから、住宅資金贈与の特例(平成24年の場
合1000万円または1500万円まで非課税)と併用し
て最大3500万円または4000万円まで非課税する事
が出来ます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北ロータリークラブ

　7月24日(火) 例会時間変更　慰労会

　8月14日(火) 裁量休会

②富士ロータリークラブ

　8月15日(水) 特別休会

　8月22日(水)→20日（月）ガバナー公式訪問 

  新富士RC合同例会　於：ホテルグランド富士

2.連絡事項

①納涼例会の出欠席をご記入ください。

②理事会報告を週報にて確認ください。

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

◆◆第1003例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1003回 21名 13名  - 61.90 %

1001回 21名 20名  1名 100.00 %

●欠席者(8名)

　伊縫文哉、名古良輔、成田みちよ、大村保二、 
芹澤和子、重光　純、鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者　

　　宮島賢次、鈴木博行、鈴木良則(7/14 米山梅
吉記念館)、宮口雅仁、宮島賢次(7/15 会員増強
・維持セミナー)、伊縫文哉(7/18　長泉RC)

●スマイル報告

1.宮島賢次：今晩は、私達二人の為に有難うござ
　います。
2.杉山真一：本日は、慰労会有難うございます。
3.芹澤和子：一年間御苦労様でした。本日は、出
　席できません。申し訳ありません。
4.本村文一：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦労
　様でした。
5.鈴木博行：会長、幹事ごくろうさんでした。
6.芹澤貞治：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦労 
　様でした。
7.栗原侑男：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦労 
　様でした。
8.久松　但：宮島会長、杉山幹事、一年間ご苦労 
　様でした。
9.植松　正：宮島会長、杉山幹事、一年間お疲れ 
　様でした。
10.宮口雅仁：前宮島会長、杉山幹事、一年間お 
　疲れ様でした。
11.井上武雄：宮島会長、杉山幹事、ご苦労様で 
　した。今日は楽しんで下さい。
12.田村治義：一年間ご苦労様でした。
13.尾島康夫：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦 
　労様でした。
14.鈴木泰次：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦 
　労様でした。

7月のプログラム

1004 回12:30
7月26 日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブ協議会①

8月のプログラム

1005 回12:30
8月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブ協議会　前年度事業・決
算報告

1006 回18:30
8月9日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
納涼例会　夜間例会

8月16日(木) 裁量休会

1007 回12:30
8月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアク
トクラブ年次大会報告　加藤学
園生徒

1008 回12:30
8月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブフォーラム(会員増強維持
セミナー報告を兼ねる )

                                    

前年度会長幹事慰労会

　
　さかなや旅館において、前年度の宮島賢次会長と
杉山真一幹事の慰労会を行いました。

　　和気藹々とした雰囲気で楽しいひととき

　　本年度の会長幹事から感謝の気持ちを交付

　　　　　お二人とも一年間お疲れ様でした。
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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 4号

2012年 7月 26日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会①

宮口雅仁 会長 
　

　戦後まもなく、沼津市民を活気づけるとともに
商店街の復興事業として始まった沼津夏祭り・狩
野川花火大会。夏祭りには鎮魂の意味があります。

　これは夏が台風・日照り・疫病などの災害が起
きやすい時候であることと関係があるそうです。
有名な京都の祇園祭も、もともとは平安期に流行
した疫病の原因が、荒ぶる死者によって引き起こ
さると考えられていたために行われたのが始まり
と言われています。日本人にとって先祖は神であ
り、それは子孫に幸いをもたらす面と、災いをも
たらす面があります。その為、幸いを願い、災い
を鎮める為の定期的な祭りが行われたそうです。
共同体で行う際は、前者は主に春や秋の祭り。後
者は夏の祭りが相当するそうです。

　夏の風物詩、花火はそもそも灯ろう流しなどと
同様に、送り盆の時期に魂の鎮魂の為に打ち上げ
られたものだと言われています。それが時代を経
るにしたがって意味や時期を広げていき、現代に
至っているそうです。

　東京最大の規模を誇る隅田川花火大会も1732年
に起こった大飢餓、疫病で亡くなった人々の慰霊
と悪病退散を祈って行われた水神祭で打ち上げら
れた20発の花火を由来としています。

　ところで、皆さん夏風邪には気をつけましょう。

　夏風邪の症状の前兆として、喉の違和感、痛み
があり、そこから寒気、だるさ、発熱などにくる
ことが多いそうです。冬にひく風邪に対して夏に
ひくものを夏風邪と呼んでいますが、200種類以
上ある風邪の原因になるウィルスのうち、夏の暑
さと湿気を好むウィルスが大暴れするのが夏風邪
だそうです。対策予防として、26～28度位に室温
を適正にし、腸の働きを低下させないよう睡眠時
お腹を出さずタオルケットでもかけましょう。体
力・免疫力の低下を防ぐ為、睡眠はしっかり取り
ましょう。

クラブ管理運営委員会

●ゲスト　　　

1.第2620地区第3分区ガバナー補佐　増田正之様
（吉原RC）
2.第2620地区第3分区ガバナー補佐事務局　田中 
祐様（吉原RC）

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1004回 21名 20名  - 95.24 %

1002回 21名 19名  0名 90.48 %

●欠席者(1名)

　大村保二

●他クラブへの出席者　

　久松但(7/20 加藤学園)、芹澤和子、渡邉亀一 
(7/23 沼津柿田川RC)

●スマイル報告

1.久松　但：増田ガバナー補佐、田中補佐事務局、
　ご指導の程、よろしくお願いします。
2.鈴木良則：なでしこジャパン、一勝しました。
3.名古良輔：田村治義さん、いつも、ありがとう 
　ございます。

8月のプログラム

1005 回12:30
8月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
クラブ協議会②前年度事業・決
算報告

1006 回18:30
8月9日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
納涼例会　夜間例会

8月16日(木) 裁量休会

1007 回12:30
8月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアク
トクラブ年次大会報告　加藤学
園生徒

1008 回12:30
8月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
クラブフォーラム(会員増強維持
セミナー報告を兼ねる )

   
会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

◆◆第1004例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

　ございません。

2.連絡事項

①次週は、理事会がありますので、理事の方はご 

　出席をお願い致します。

②本日例会終了後、臨時理事会を開催しますので、
　理事の方はご出席をお願い致します。

③8月のロータリーレートは、1ドル＝80円と本部

　より連絡がありました。

臨時理事会報告

1.協議事項

①加藤学園インターアクトクラブに対する年次大
会の旅費支給について

　7月28日・29日に焼津で行われる年次大会の旅
費として、加藤学園インターアクトクラブに1万
円を支給する。

ガバナー補佐卓話

第2620地区第3分区ガバナー補佐　増田正之様

　沼津西RCの皆様、こんにちは。

　私は、今年度の静岡第3分区ガバナー補佐に任
命されました吉原RCの増田です。本日はよろしく
お願いします。

　宮口会長、久松幹事には2回の分区セミナーで
お世話になりました。また、宮口会長と会員増強
委員長の宮島様には、7月15日の甲府市で開催さ
れました地区会員増強セミナーにご出席いただき
貴重なご意見を多数いただきありがとうございま
した。

　今日の貴クラブへの訪問でガバナー補佐として
の訪問が8回目となります。その間にガバナー公
式訪問が2回あり計10回目となります。

　本日は貴クラブの協議会に出席させていただき
状況を確認させてもらいます。そして来る9月4日
の高野ガバナー公式訪問時の資料とさせてもらい
ます。

　高野ガバナーが強調していることは、

①クラブを活性化するためには、どのような計画
を立てていますか？

②クラブの強み（得意分野）を生かしたプログラ
ムは何を計画していますか？

③クラブ会員構成で、多様性を実現するために、
どのようなことを計画していますか？

④クラブメンバーへの研修はどのような計画を立
てていますか？

とのお尋ねがあります。公式訪問日までには、取
りまとめをよろしくお願いします。

　今日は、時間があれば、宮口会長の本年度テー
マ「職業奉仕を通じてロータリアン同志のつなが
り!!」のお話も聞かせてもらえばと思っています。

　宮口、久松年度が輝かしい一年となりますこと
祈念して挨拶とさせていただきます。

                             

クラブ協議会

                               幹事　久松　但

　静岡第3分区ガバナー補佐増田正之氏、及びガバ
ナー補佐事務局田中祐氏をゲストに迎え、今年度年
間計画についてのクラブ協議会が実施されました。

　最初に、各委員長から今年度計画について報告が
あり、これに対する質疑応答が行われました。

　増田氏からは、当クラブがCLPを忠実に実践して
いることにつき、実践しているクラブが少ない旨の
お話がありました。

　クラブ広報委員会及び会員増強維持委員会につい
ては、当クラブがロータリーの友を毎月紹介してい
ることにふれ、友の記事の中には、会員増強につい
ても色んなヒントがあるということでした。また、
所属する吉原ロータリークラブでは、76歳で新規に
入会した方がおられ、以前からロータリークラブに
入りたかったと言われたというお話がありました。
入会後は熱心にロータリー活動を実践しているそう
です。

　さらに、奉仕プロジェクト委員会のうち、職業奉
仕について、高橋堯昭パストガバナーの毘沙門天を
利用して下さいとのことでした。ロータリー財団委
員会についても曽根眞人地区副委員長が、仕事の事
情から吉原ロータリークラブに移籍していますとの
お話がありました。

　増田氏より講評を頂いた後、宮口会長よりお礼の
話があり、終了しました。




