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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 5号

2012年 8月 2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　前年度事業・決算報告

宮口雅仁 会長 
　

 ロンドンオリンピックを見て寝不足の方もおら

れるかと思います。今日はオリンピックの歴史に

ついてお話しさせて頂きます。

 1896年に始まった近代オリンピックの前身とな

ったのは古代ギリシアで行われていた「オリンピ

ア祭典競技」、いわゆる古代オリンピックです。

古代オリンピックが始まったのは、考古学的な研

究によって紀元前9世紀ごろとされています。

 現代のオリンピックは世界平和を究極の目的と

したスポーツの祭典ですが、古代オリンピックは

ギリシアを中心にしたヘレニズム文化圏の宗教行

事でした。

 紀元前146年、ギリシアはローマ帝国に支配され

ます。古代オリンピックはギリシア人以外の参加

を認めていませんでしたが、ローマが支配する地

中海全域の国から競技者が参加するようになり、

次第に変容を遂げていきます。

 さらに392年、ローマのテオドシウス帝がキリス

ト教をローマ帝国の国教と定めたことで、オリン

ピア信仰を維持することは困難となりました。

 最後の古代オリンピックが開催されたのは393年

の第293回オリンピック競技大祭。戦乱を乗り越

え、1169年間も受け継がれた伝統は、終焉の時を

迎えたのです。

 古代オリンピックの火が途絶えて1500年の時が

流れた1892年。フランスのピエール・ド・クーベ

ルタン男爵は、ソルボンヌ講堂で行った「ルネッ

サンス・オリンピック」と題する講演の中で、初

めてオリンピック復興の構想を明らかにしました。

 その理想は次第に世界中の国々の賛同を得るこ

とに成功し、近代オリンピックの始まりは、1896

年、記念すべき第1回大会がオリンピックのふる

さとであるギリシアのアテネで開催されたのです。

8月のプログラム

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 )

9月のプログラム

1009回12:30 
9月04日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　　　　　　　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問　移動例会

1010回12:30 
9月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②

1011回18:30 
9月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　　　　
地区財団ｾﾐﾅｰ報告　夜間例会

1012回12:30 
9月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　
会員増強維持委員会委任

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 名古良輔

◆◆第1005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

●ビジター　　　

1.白鳥　篤様：沼津北RC

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1005回 21名 18名  - 85.71 %

1003回 21名 13名  7名 95.24 %

●欠席者(3名)

　重光　純、芹澤和子、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　名古良輔(7/26　ｅCLUB ONE)、

　成田みちよ(7/28　インターアクト年次大会)、

　伊縫文哉、重光　純(7/31　沼津北RC)

●スマイル報告

1.杉山真一：前年度、委員長の皆様、本日は前年

　度事業・決算報告、よろしくお願いします。

2.成田みちよ：8月26日モスバーガー富士急沼津

　店前にて、インターアクトの生徒さんが、24時 

　間テレビの募金活動に参加します。ご協力の程

　よろしくお願い致します。

3.杉山真一：本日は、出席表彰、ありがとうござ

　います。

4.栗原侑男：出席表彰、ありがとうございます。

5.宮島賢次：出席表彰、たくさん頂き、ありがと

　うございました。

6.植松　正：出席表彰、ありがとうございます。

7.久松　但：出席表彰、ありがとうございます。

8.鈴木博行：出席表彰、ありがとうございます。

9.井上武雄：出席表彰、ありがとうございます。

10.渡邉亀一：出席表彰、ありがとうございます。

11.名古良輔：出席100%でした。

12.大村保二：すみません。早退させて、いただ

　きます。

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　

　8月07日(火) 納涼例会 富士グリーンホテルガ

　ーデン 19:00点鐘

　8月14日(火) 特別休会

　8月21日(火)→20日(月) ガバナー公式訪問

②富士宮西ロータリークラブ

　8月10日(金)→6日(月) 2クラブ合同例会　ガバ 

　ナー公式訪問 於：クリスタルホール パテオン

　8月17日(金) 特別休会

　8月31日(金) 富士山ローターアクトとの合同例 

　会　18：30→19：30

2.連絡事項

①本日は、理事会があります、理事の方は宜しく 

　お願いします。

理事会報告

1.報告事項

　米山記念館での米山奨学生卓話の件ですが、浜
松在住・静岡大学の李様（女性、中国内モンゴル
出身）にお願いしました。

2.協議事項

①9月度プログラム　クラブ管理運営委員長　本
村文一君、プログラム担当　芹澤貞治君　承認

・1010回例会フォーラムの資料は先に会員に配る

・1012回例会、会員候補者を例会に招く。

②9～10月の座席表について　　SAA　名古良輔君

　承認

クラブ協議会

                       前年度幹事　杉山真一

　事業活動報告書に基づいて、前年度の活動報告を

行っていただきました。

　宮島前会長から会員の皆様にお礼の挨拶の後、宮

島前会長の司会によりクラブ管理運営委員会の宮口

雅仁前委員長、クラブ広報委員会の尾島康夫前委員

長、会員増強維持委員会の久松　但前委員長、奉仕

プロジェクト委員会の植松　正前委員長、ロータリ

ー財団委員会の名古良輔前委員長、S.A.Aの鈴木泰

次前委員長から、各委員会の前年度の活動内容に関

する報告と各委員会の決算金額の発表があった後、

植松　正前副会計より全体の決算報告がなされ井上

武雄前会計監査から会計の監査状況の報告をしてい

ただきました。

　すでに前年度、5月24日の伊東哲夫前ガバナー補

佐期末訪問時に報告済みの内容に、各委員会の決算

金額を追加したもので、改めて協議するようなこと

もなく各自の発表が行われ、一年間の総評として我

がクラブのチャーターメンバーである鈴木博行さん

のから貴重な感想をいただき前年度の事業活動報告

を終えることが出来ました。

　また、今回のクラブ協議会は各委員長出席多数の

為円滑に行うことが出来ました。

 皆様、本当に一年間ご協力有難うございました。 
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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 6号

2012年 8月 9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　■■

納 涼 例 会

宮口雅仁 会長 
　

　今月8月は会員増強および拡大月間です。

　会員増強委員長様からもお話しがありますが、来

月27日は、以前ブケ東海でもやりました会員皆様

がロータリアンとして相応しいと思われる方々にお

声をかけて、この例会場にその方をお連れ頂きます。

　入会可能性のある方のリストアップと個別対策が

必要です。女性会員の比率は、現在世界で約15％で

すが、先進国では日本が現在最低で4％です。どの

ような組織でも自然に任せると、会員の高齢化、病

気あるいは転勤や引っ越しなどで会員が減少してき

ます。ロータリークラブも例外ではありません。で

すから、会員増強が不可欠なのです。

　もともと、ロータリーは経済恐慌時のシカゴで誕

生しています。21世紀に入ってからの不景気と様々

な問題に、あふれている今だからこそ、ロータリー

クラブの存在価値があります。クラブ会員皆様のご

協力が必要となります。どうぞ宜しくお願い致しま

す。

　今日の納涼祭は家族例会です。ご家族の皆様にも

多数、納涼祭にご参加、ご協力頂きまして誠に有難

うございます。

　どうぞ、ごゆっくりお楽しみください。大いに食

べて飲んで親しく語り合い楽しい会にして頂ければ

と思います。

　親睦は、友人を作り、友情の絆を深める事が出来

ると思います。、本日はロータリークラブとご家族

の方との友情を深めて頂きたいと思います。

今年も例年になく、猛暑が連日続き熱中症寸前や夏

バテ気味の方も多い事でしょう。今日はバーベキュ

ーです。暑さを今日の納涼祭にて吹き飛ばし、

まだまだ続く残暑を乗り越えましょう。皆様と共に

楽しいひと時を過ごして頂ければと思います。

この納涼例会の為に準備くださいましたクラブ運営

管理委員会の皆様にお礼を申し上げ、ご挨拶と致し

ます。

8月のプログラム

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 )

9月のプログラム

1009回12:30 
9月04日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　　　　　　　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問　移動例会

1010回12:30 
9月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②

1011回18:30 
9月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　　　　
地区財団ｾﾐﾅｰ報告　夜間例会

1012回12:30 
9月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　
会員増強維持委員会委任

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

1006回 21名 17名  - 80.95 %

1004回 21名 20名  0名 95.24 %

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

◆◆第1006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

●欠席者(4名)

　伊縫文哉、名古良輔、大村保二、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　芹澤和子（8/6　沼津柿田川 RC） 鈴木博行（8/7 

　沼津北RC） 鈴木良則（8/8　長泉RC）

●スマイル報告

1.重光　純：入会記念日のお祝いありがとうござい

  ます。

2.重光　純：出席表彰をありがとうございます。

3.久松　但：暑気払いです。楽しみましょう。

4.成田みちよ：B・Cテーブル会残金です。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①御殿場ロータリークラブ

　8月16日（木）休会

②沼津ロータリークラブ

　8月17日（金）裁量休会。メーキャップは、出来

  ません。

③富士ロータリークラブ

　9月19日（水）夫人同伴観月夜間例会　18:30より

④吉原ロータリークラブ

　9月20日（木）→21日（金）富士宮西RCと観月会

  の為、夜間例会　於：フォレストヒルズ Muは20

  日（木）ホワイトパレスフロントにて

⑤富士宮西ロータリークラブ

　9月14日（金）早朝例会7:00　於：西山本門寺

　9月21日（金）お月見例会(吉原R/Cと合同例会)

  夜間例会18:30

2.連絡事項

①次週16日は、裁量休会です。

②来月9月4日（火）のガバナー公式訪問の出欠席を

  ご記入ください。

③11月18日（日）の地区大会の出欠席を、ご記入下

  さい。

④年次計画書のうち奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会について、

  渡邉委員長より職業奉仕の追加がありました。

　

納涼例会

　今年の納涼例会は、ニューウェルサンピア沼津の
屋外にて、バーベーキューを堪能しました。

　多数のご家族に参加していただき、鈴木博行君の
マジックショーや、花火大会で大いに盛り上がり、
親睦をより深めることができました。

 開会挨拶は本村文一君　　　 井上武雄君による乾杯 

 鈴木博行君のﾏｼﾞｯｸｼｮｰ

　　　　　　　　　　　　　閉会の挨拶は宮島賢次君

久松（④）＋２ 井上（　④　） 伊縫（２，２） 宮島（④）＋２ 本村（　④　）

名古（３，１）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

栗原（　④　) 宮口(④）＋２

成田(２、１) 大村(　１　) 尾島(　④　) 芹澤貞(　④　) 芹澤和(３、１) 重光（３，１)

杉山真(　④　) 鈴木博(④)＋２ 鈴木泰(　④　) 鈴木良(３、１） 田村(　④　) 植松(　④　) 渡邉(３，１)

例会出席％　85.71　% 地区報告％　95.24　%

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 7号

2012年 8月 23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　■■

インターアクトクラブ年次大会報告

宮口雅仁 会長 
　

　インターアクトクラブとは、奉仕と国際理解に貢

献する青少年の為の、ロータリークラブ提唱の世界

的団体で、高校に在学中の生徒または年齢12歳～

18歳までの青少年が入会出来ます。

　1959年～1960年度国際ロータリー会長のハロル

ド・トーマスは、世界各地のロータリアンが共通し

て、「ロータリーは青少年奉仕を開発する力を十分

に発揮していない」という気持ちを抱いてることに

気づき、世界中の青少年が共に活動できるような組

織をつくろうと、1960年に5人のロータリアンから

なる委員会を発足させ、1962年に RI理事会がイン

ターアクトクラブの発足を認証しました。

　世界最初のインターアクトクラブは、アメリカ、

フロリダ州メルボルンロータリークラブの提唱によ

り、23人でスタートしたメルボルン高校インターア

クトクラブです。その後、インターアクトクラブは

次々と広がっていき、現在では世界各地で青少年が

さまざまなインターアクト活動を通じ、国際理解と

親睦の輪を広げています。

　日本最初のインターアクトクラブは、1963年宮城

県の仙台育英学園高校インターアクトクラブで100

人を超える人数で誕生しました。仙台育英学園高校

インターアクトクラブは、誕生してすぐに清掃奉仕

や小さな親切運動などのさまざまな活動を展開し、

インターアクト国際ロータリー賞を受賞しました。

インターアクトの目標は、建設的な指導力を養成し、

自己の完成を図ること。他人に対する思いやりと、

他人の力になる心構えを奨励し、これを実践するこ

と。家庭と家族の重要性に対する認識を涵養するこ

と。個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の

権利を尊重する観念を養うこと。個人的成功の為に

も、地域社会の改善の為にも、さらに団体として業

績を上げるためにも、各人が責任を負うことがその

基本であると強調すること。すべての有用な職業は

社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値

を認識すること。地域社会、国家および世界の問題

についての知識と理解を深める機会を提供すること。

国際理解と全人類に対する善意を増進するために、

個人として、または団体として、進むべき道を切り

開くことです。

8月のプログラム

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 )

9月のプログラム

1009回12:30 
9月04日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　　　　　　　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問　移動例会

1010回12:30 
9月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②
(奉仕プロジェクト委員会)

1011回18:30 
9月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　　　　
地区財団ｾﾐﾅｰ報告　夜間例会

1012回12:30
9月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員増強維持委員会委任

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

1007回 21名 19名  - 90.48 %

1005回 21名 18名  3名 100 %

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 名古良輔

◆◆第1007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

●ゲスト　　　

1.加藤学園高等学校インターアクトクラブ　

　顧問　松本英教先生

2.加藤学園高等学校インターアクトクラブ　

　岩崎太輝様

3.加藤学園高等学校インターアクトクラブ　

　水野稜貴様　

4.加藤学園高等学校インターアクトクラブ　

　川口里佳子様

●ビジター　

1.影山桓義様：沼津北 RC

●欠席者(2名)

　伊縫文哉、成田みちよ

●他クラブへの出席者　

　久松　但、鈴木泰次(8/11　財団セミナー)、

　重光　純(8/14 沼津北 RC)、名古良輔(8/22 eCLUB 

　ONE)

●スマイル報告

1.影山桓義様（沼津北 RC）：お世話になります。

2.名古良輔：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.鈴木良則：加藤学園インターアクトクラブの皆さ

　ん、歓迎いたします。

4.久松　但：加藤学園インターアクトの皆様、よろ

　しくお願いします。

5.栗原侑男：鈴木博行さん、田村さん、納涼会では、

　御世話になりました。

6.杉山真一：先日の、納涼例会、鈴木博行さん、田

　村さん、ご配慮ありがとうございました。

7.久松　但：息子のサッカーチームは、日本クラブ

　ユース選手権U-15大会、準々決勝でアルビレック

　ス新潟に敗れ、ベスト8で終了しました。

8.大村保二：すみません、所用につき、早退させて

　いただきます。

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

　9月11日(火)→8日(土) おきがる無料相談所　

　於：ロゼシアター

　9月18日(火)→16日(日) 第20回トライアスロン大

　会

2.連絡事項

①9月4日(火)のガバナー公式訪問と11月18日(日)の 

　地区大会の出欠席をご記入下さい。

卓話

 

第39回インターアクト年次大会報告

加藤学園高等学校インターアクトクラブ

顧問　松本英教先生

　今年度のインターアクト年次大会が７月28日(土)

・29日（日）に静岡県立焼津青少年の家で行われ、

本校から3名（岩崎・川口・水野）の生徒が参加さ

せていただきました。

　まず1日目は東日本大震災で実際に被害に遭われ

た方からのお話をお聞きしたり、グループワークで

他校のクラブの活動の様子を知ることや本校の活動

(エコキャップなど)へのアドバイスやヒントをいた

だくことができたりと貴重な時間になりました。

　また、2日目には焼津の伝統工芸でもある七宝焼

きを実際にやらせていただく機会があり、楽しく活

動できました。2日間を通じて、他校の生徒との交

流など日頃の活動の中では得られないことが多く参

加して本当によかったと思います。ここで得たこと

をこれからのインターアクトクラブの活動に活かし、

よりよいクラブにしていきたいと思います。

　参加させていただき、本当にありがとうございま

した。
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2012年 8月 30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　■■

クラブフォーラム

(会員増強・維持・セミナー報告を兼ねる)

宮口雅仁 会長 
　

　私の専門領域である住宅・不動産業界が今後どう

なっていくのかを考えてお話させて頂きます。3月

22日に発表された公示地価。住宅地公示地価は前年

比－2.3％、商業地は－3.1％となり、リーマンショ

ックが起こった2008年から4年連続の下落でした。

 

　しかし、名古屋エリアが横ばいで底を脱したと言

っていい状況になるなど、全国の地価算出地点のう

ち上昇地点が546箇所、横ばい地点が1849地点とな

りました。前年の調査は2011年 1月 1日であるから、

東日本大震災前になりますが、その時点から大幅に

地価の底を脱した地点が増えているという事実を加

味すると、全体として地価はかなり好転しつつある

状況が良くわかります。公示地価のニュースは各メ

ディアが発表当日と翌日朝刊でトップニュースとし

て扱っており、いずれも「下落率が2年連続低下し

回復の兆し」と、好意的な扱いでした。 

　参考までに、公示地価とは、国土交通省土地鑑定

委員会が発表するその年の１月１日時点での土地価

格のことで、路線価（各都道府県が発表）や基準地

価（各種税金の算定基準）ともに、日本の地価がど

のように取引されているのかを知る目安となってい

ます。 

　いうまでもなく2011年の 3月 11日には東日本大

震災があり、その影響が地価に及ぶことが懸念され

ましたが、今回発表された2012年の公示地価は、

その影響を乗り越えて回復に向かっていると考えら

れます。 ただ、前年比で大きく下落している地点

もかなりあり（震災の影響があった地点以外でも）、

こうした地点は今後も地価が回復する可能性は低い

と思われます。地価の二極化が進んでいることがは

っきりと見られており、この傾向は一段と明確にな

るでしょう。その二極化のうち「勝ちエリア」（地

点）の地価は、2020年に向けて今後しばらく上昇基

調にあるでしょう。 

　そこで沼津市の土地人気度です。　震災の影響も

当然ありますが、それだけではありません。企業の

撤退などの大きな問題があります。これから沼津西

武の撤退もあります。不動産取引を業としていると

よくわかるのですが、不動産の購入希望者は今や沼

津市内に土地を求めたがりません。三島、長泉、清

水町、裾野、御殿場に居住を求めたがり、清水町は

駅のない町で、これといった繁華街もない町なので

すが、どう言う訳か居住地としてはそこそこ人気が

あるのです。

9月のプログラム

1009回12:30 
9月04日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　　　　　　　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問　移動例会

1010回12:30 
9月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②
(奉仕プロジェクト委員会)

1011回18:30 
9月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　　　　　
地区財団ｾﾐﾅｰ報告　夜間例会

1012回12:30
9月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
会員増強維持委員会委任

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 名古良輔

◆◆第1008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

1008回 21名 17名  - 80.95 %

1006回 21名 17名  3名 95.24 %

●欠席者(4名)

　重光　純、成田みちよ、尾島康夫、渡邉亀一

●他クラブへの出席者　

　渡邉亀一（8/24　沼津 RC）

　久松　但、鈴木良則（8/25　米山梅吉記念館）

  重光　純（8/27　沼津柿田川 RC）

●スマイル報告

1.井上武雄：入会記念日のお祝いありがとうござ

  います。

2.鈴木良則：パラリンピック開幕。日本選手の健

  闘を祈ります。

3.久松　但：宮島委員長、フォーラム、よろしく

  お願いします。

4.伊縫文哉：会社の都合により、早退します。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮ロータリークラブ

　9月 17日（月）　祭日休会（敬老の日）

　9月 24日（月）　観月例会　例会場変更

　10月 8日（月）　祭日休会（体育の日）

　10月 22日（月）→26日（金）　

　富士宮西RCとの2クラブ合同夜間例会

②沼津柿田川ロータリークラブ

　9月 10日(月)　例会変更→15日(土)

  創立 32周年夜間例会

　9月 17日(月)　祝日休会

2.連絡事項

①次週9月6日（木）→4日（火）に例会日変更

  で、リバーサイドホテルにて、ガバナー公式訪

  問です。お間違えのないように、お越しくださ

  い。

卓話

 

   第2620地区会員増強・維持セミナー報告 

    クラブ会員増強維持委員長　宮島賢次君 

　7月 15日、甲府市内の岡島ローヤル会館にて、

高野孫左ヱ門ガバナー、梅本　実地区会員増強・

維持委員会委員長主導の下、ガバナー補佐、クラ

ブ会長、クラブ会員増強・維持委員長など総勢

160名が出席して行われました。

 

  昨年も会長として出席しましたが、昨年と同様

に会員の減少に対して危機感を持って対処したい

旨の要請がありました。RIの方針では、2015年 6

月 30日までに会員を5％増の130万人とする目標

を立てました。日本は、過去 15年に渡る減少続き

に歯止めを掛けRIと同じく3年計画で5％増達成

を目指します。 また2620地区では3％増を目標

とするそうです。

 

　今までにも種々な手を打って来ましたが、減少

を止める事が出来ませんでした。逆転の条件とし

て、今までの努力で足りなかったもの、実行出来

なかった、行いにくかった規制は何か、何故かを

取り払うことなどは、私達が変えるべきである。

私達が変わるべきではないか。 クラブでも、真

剣に考えなければならない時期は疾うに来ていま

す。




