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2012～2013年度

第 22巻 45号

2013年 6月 6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

宮口雅仁 会長　

　6月は、ロータリー親睦活動月間でございます。

　ロータリー親睦活動は、国際奉仕の一部門です。

現在、約100近い親睦グループがあり、趣味や職

業活動を通じて、国際親善と奉仕に貢献していま

す。ガバナーは、地区に地区親睦活動委員会を設

置するよう奨励されています。

　より多くのロータリアンが、親睦活動に参加す

ることを奨励するために、この月間が設けられま

した。

　ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心

を持つロータリアンが集まったことをきっかけに、

1928年に非公式に始まりました。

1　947年にはボート好きのロータリアンのグルー

プが、自分たちの船にロータリーの旗を掲げ、自

らをロータリアンの国際ヨット親睦グループと名

乗り始めました。現在、最も長く継続して活動を

行っているのがこのヨット親睦グループです。

　その後多くのグループが加わり1968年：世界親

睦活動に認定され、1970年にはRIの正式プログラ

ムとなりました。

　1989年には共通の職業を持つ国際職業連絡グル

ープが試験的プログラムとして発足し、1993年に

は親睦グループと統合してロータリー趣味・職業

別親睦活動が誕生しました。

　2000年10月、RI理事会は6月をロータリー趣味

・職業別親睦活動月間に指定して特別月間と位置

づけました。

　2001年6月、理事会では保健医療問題に関心を

持つ親睦活動とボランティア活動を加えて、新た

にロータリー親睦活動と改称し、2002年1月1日よ

り有効として月間名もロータリー親睦活動月間と

改称しました。

　2005年理事会は新しい発想のもとに世界ネット

ワーク活動グループの名称の中にロータリー親睦

活動とロータリアン行動グループを設置すること

を決定しました。

　各グループは３ヶ国のロータリアンが３地区の

ガバナーの承認を得るなど、所定の条件を満たす

申請をRIへ提出して許可された上で、RI親睦活動

委員会に所属することになります。

　2008年7月1日現在、66のロータリー親睦活動グ

ループがあり、趣味とレクリエーションによりそ

れぞれ目的は異なりますが、全てのグループは同

じロータリー精神を共有しています。

　このように、ロータリー親睦活動プログラムは、

単なるクラブやロータリアンの親睦活動ではなく、

国際ロータリーの構成プログラムで、レクリエー

ション活動、専門職分、及びさまざまな保健や医

療問題に共通の関心を持つロータリアンが参加す

るプログラムです。

　ロータリー親睦活動の範囲は月日を経て変化し

てきましたが、今日でも変わらぬその目的は、友

好の下にロータリアンを結び付け、各々が楽しみ

とするレクリエーションまたは職業的活動の場を

提供することです。

6月のプログラム

1046回 12:30 
06月13日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話((株) 
証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ増田 克実様) 理事会⑫ 

1047回 18:30 
06月20日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 １年を振り返っ
て  会長・幹事　 夜間例会 

1048回 18:30
06月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
クラブ管理運営委員会
時間変更　夜間例会

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1045例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会 上期活動計画

● 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!!
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
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 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

1045回 20名 17名  - 85.00％

1043回 20名 17名  1名 90.00％

●ゲスト

　なし

●ビジター

　なし

●欠席者(3名)

　伊縫文哉、成田みちよ、鈴木泰次

●他クラブへの出席者

　なし

●スマイル報告

1.本村文一：本日のクラブ協議会、よろしくお願 

　いします。

2.久松　但：6/5より新しい事務所で仕事を始め

　ました。

3.鈴木良則：しばらく、お休みいただきまして、

　すみませんでした。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　ありません。

2.連絡事項

①次週は、理事会がありますので、新、現、理事

の方はご出席をお願い致します。

②ガバナー事務所より以下の連絡がありました。

　2830地区のホームページに、不正なコンテンツ

が挿入された可能性があり、2830地区のホームペ

ージにアクセスするとウイルスに感染する恐れが

あります。このため、2830地区のホームページに

アクセスしないようお願します。なお、閲覧でき

るまで時間を要すると思いますが、ご理解ご協力

のほどお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　

 クラブ協議会報告

 
 　　　　　　　　

　　　　　　　　　　次年度幹事　芹澤 貞治 君

　最初に、本村次年度会長より、次年度の抱負の

発表が簡単にあり、会長方針「ロータリーで、魅

力的で豊かな人生を」が示された後、各次年度の

計画を、担当委員会の委員長(代理)より発表して

いただきました。

　今年度は、会長の考えるところにより、委員会

を細分化して、各委員長の負担を軽減する事と、

会員の皆がロータリー活動に参加するとの意識の

元、小委員会別での発表となりました。

　各委員会が、小委員会を開催し、次年度の活動

がスムーズに進む様に計画してくれていた事が表

れた事業計画となっていたと思います。そして、

会員全員の次年度に懸ける思いを感じました。

　各委員会の思い入れを感じ、全ての計画がスム

ーズに達成する事を手助けするのが、幹事の仕事

と思い、心新たにした協議会でした。

　　　真剣な面持ちで各委員会での発表に

　　　　　耳を傾けている各会員
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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

宮口雅仁 会長　

 　私たちの生活に欠かせないコンビニ。最近では、
「コンビニスイーツ」が進化し、男女問わず人気を集
めています。そんなコンビニで、今回は、できたら避
けるべきコンビニ食品をご紹介します。スイーツの中
でも、特に注意したいのがケーキやゼリーです。とい
うのも、コンビニのケーキやゼリーには、添加物を含
んだものが多すぎるのです。なかでも、とろみや食感
を出すために使われる添加物の一つ増粘多糖類は、一
品目を追加した場合はそのまま表示されますが、二品
目以上追加した場合は、“増粘多糖類”としか表示さ
れず、何が使用されているのか分からないのです。主
な増粘多糖類には、ペクチン、カラギナン、グァーガ
ム、ローカストビーンガム、タマリンドガム、キサン
タンガム、カードラン、トラガントガム、ファーセレ
ランがあり、安全性の高いものも多いのですが、カラ
ギナン、トラガントガムは発がん性とがん促進物質で
あることが、ファーセレランは催奇形性の疑いがもた
れています。お昼時についつい手を伸ばしてしまうサ
ンドイッチも、注意したい食品の一つです。コンビニ
のサンドイッチは、食品添加物が盛りだくさん！　使
用されている添加物の中でも、特に危険なのが亜硝酸
ナトリウムです。亜硝酸ナトリウムは、ハムやベーコ
ンの変色を防ぎ、ピンク色の状態をキープさせ る役割
がありますが、胃の中で魚や肉に含まれるアミンと結
合し、発がん性物質であるニトロソアミンに変化する
のです。アメリカでは、ベビー食品への使用が全面禁
止されています。健康・美容面からも積極的に摂りた
い野菜やフルーツも、カットされたものとなれば話は
別です。丸ごとの野菜やフルーツをカットした場合、
数日経つと切り口が変色します。それに対し、カット
野菜やフルーツは、数日変色することがありません。
これは殺菌や変色を防止するために次亜塩素酸ナトリ
ウムを使用して、漂白消毒しているからなのです。手
軽なおにぎりにも落とし穴が。。。実はコンビニのお
にぎりは、ご飯が製造機械に付着するのを防ぎ、ツヤ
ツヤとしたお米の保湿・保存のために油が混ざってい
ます。そして、数あるおにぎりの中でも特に避けたい
具材が“たらこ”です。たらこにも、サンドイッチ同
様に、発色をよくするために危険物質の亜硝酸ナトリ
ウムが使用されています。　食品添加物が多く溢れて
いる時代だからこそ、自分の目で確かめて口に入れる
ことが大切なのかもしれません。
  私は、殆ど毎日コンビニで無糖のコーヒーを3本は飲
みます。ｾﾞﾛ・ﾉﾝｼｭｶﾞｰ・ｼｭｶﾞｰﾚｽ・糖分フリー・無糖な
どの表記は、含有量が100ｇ当たり0.5g未満であれば表
記可能と消費者庁から認められています。つまり、こ
れらの表記がされてる飲料でも完全なる“ゼロ”では
ないということです。ダイエット飲料であっても、当
然チリも積もれば立派なカロリーや脂肪のもとになっ
てしまいますので、これから無糖のコーヒーであって
も飲み過ぎだけは注意しようかと思っています。

6月のプログラム

1047回 18:30 
06月20日(木) 

 ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 １年を振り返っ
て  会長・幹事　 夜間例会

1048回 18:30 
06月27日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 時間変更夜間例会 

7月のプログラム

1049回 12:30 
07月04日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長・幹事他の
抱負

1050回 12:30 
07月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　委員会委員長の
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

1046回 20名 17名  - 85.00％

1044回 20名 17名  0名 85.00％

●欠席者(3名)

　重光　純、鈴木泰次、成田みちよ

●他クラブへの出席者

重光　純(6/10沼津柿田川RC)井上武雄(6/12沼津北RC)

●スマイル報告

1.鈴木良則：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鈴木良則：入会記念日のお祝いありがとうございま
す。

3.大村保二：誕生日のお祝いありがとうございます。

4.大村保二：家族の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

5.大村保二：所用につき、早退させていただきます。

6.久松　但：増田様、卓話お引き受けくださり、あり
がとうございます。

●ゲスト

1.増田克実様：(株)証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ

2.上原秀永様：(株)証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ（沼津北 RC）

●ビジター　

1.千葉慎二様:三島西 RC

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 杉山真一

◆◆第1046例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

■外部卓話((株)証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ 増田 克実 様) 

                             理事会⑫■

● 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!!
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
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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士ロータリークラブ

　7月03日（水）夫人同伴期首懇親会の為　18:30～　於：ホ
テルグランド富士

②吉原ロータリークラブ

　6月27日（木）会長幹事慰労会の為　18:00～　於：ホワイ
トパレス　MUはフロントにて11:30～12:30

2.連絡事項

①本日は、理事会がありますので、新理事、現理事の方はご
出席をお願いします。

現理事会報告

1.協議事項

①新入会員候補者　土屋昌之君　について：会員維持増強委
員長　宮島賢次君

　⇒承認

②鶴田龍聖君　の入会取消について：会員維持増強委員長 
宮島賢次君

　・本人より体調悪いとの書面にて連絡あり。よって、入会
は取り消す。

　・入会金は寄付扱いとする。

③鈴木泰次君  の退会について：会員維持増強委員長　宮島
賢次君

　・6月27日最終決定

④加藤学園インターアクトクラブのバッジ追加購入について
：幹事　久松但

　・30個購入とする。

新理事会報告

1.報告事項

①事務局員(川口さん)給与・事務所賃借料について　
　・昨年と同額にて合意
②会員誕生日、入会記念日、家族誕生日のお祝いについて
　・会員誕生日　切子夫婦タンブラーペア
  ・入会記念日　ニュークリスタルタンブラー
　・家族誕生日　生花(鉢植え) 

2.協議事項

①7月度プログラムの件 クラブ管理運営委員長 芹澤和子君
　⇒承認
②7・8月度座席  SAA井上武雄君
・委員会別とする　⇒承認　
③ 7月20日前年度会長・幹事慰労会の件 クラブ管理運営委
員長　芹澤和子君　
・委員会案のとおり　⇒承認 (会場 サンシャイン修善寺)
④第36回原・浮島ふるさと夏まつり、花火大会協賛の件
・協賛　⇒承認
⑤鮒の放流の件　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長　栗原侑男君
・4月 24日より 9月21日(木)に変更(4/24はクラブフォーラ
ム)
・例会場　沼津市商工会・予算　⇒承認
⑥クラブ運営規定の件
・規定第 12条施行日を平成 25年 7月1日に変更。⇒承認
⑦ホームページの件　クラブ広報委員長　杉山真一君
・継続審議
⑧前年度出席表彰の件
・7月25日に実施する。⇒承認
⑨インターアクトクラブの件　奉仕プロジェクト委員長　栗
原侑男君
・年次大会については、提唱ロータリークラブとして参加料
は支出し、加藤学園の出欠を確認のうえ当クラブとしての対
応を検討する。
・徽章(バッジ)を30個購入する。⇒承認 

 外 部 卓 話

　　　　　　　　　　(株)証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ　増田克実様

「アベノミクス」(3本の矢)、特に第1の矢、すなわち3月
に黒田氏が総裁に就任し、4月4日に「質的・量的緩和」 
(異次元の緩和など呼ばれていますが・・)が打ち出されま
したが、その効果により、円高修正、株高、そしてマイン
ドが改善、景気回復、企業業績回復と良い流れが出ていま
す。

 しかし、このトレンドは決してアベノミクスという国内
要因だけでは語れません。リーマンショック以降に、世界
各国が早期の金融危機脱出、景気回復を目指すべく(実際
米国の景気回復は早かった)、積極的な金融緩和、多額の
財政出動をしたことで株高となり、その後に、「過熱」と
「ゆがみ」がグローバル金融市場を覆っています(昨今の
金融市場の乱高下がまさにそうです)。

 5月23日に日経平均は▲7.32％と急落し、これは史上10番
目の下落率でした。昨年11月からわずか半年で日経平均の
上昇率が約8割となったため、健全な調整と思われますが、
ブラックマンデーやリーマンショックなどのように特別な
出来事もなくて大幅下落したことについてはやや？？です。

何で最初に株価の話をしたかと言いますと、それは「アベ
ノミクス」優先順位が、一番目に「株価」、二番目に「為
替」、三番目に「債券」市場だからです。政権は非常に株
価を注視していることがわかります。

 マーケットは目先波乱含みですが、日本はまだ「これか
ら」です。

①日本の超金融緩和はこれから⇒心理的に働きかける効果
などが大きいが、日銀のバランスシート拡大が急ピッチで、
当面は不安定だが、円安へ向かいそう。但し、この超金融
緩和は劇薬の可能性も。

②景気の回復はこれから⇒ＯＥＣＤの成長率予想で日本の
みが大幅な上方修正でした。

③企業業績拡大はこれから⇒東証1部の2014年3月期の当期
純利益は約56％の増益予想(当社集計)。

④安倍政権の成長戦略・構造改革はこれから⇒参院選挙後
で自民が勝てば長期安定政権になり、政策が進めやすくな
る。

⑤預貯金に偏った金融資産がリスク資産へ少しずつ向かう
動きはこれから

⇒以上のことから中期的に株高を期待。

※今後のポイント

アベノミクスの成長戦略は、第1弾4月19日、第2弾5月17日、
第3弾6月5日と3回にわたって発表されましたが、第3弾で
好材料が出尽くしました⇒マスコミで言うような「期待は
ずれ」とは違うと考えます⇒秋発表の成長戦略に注目です。

法人税減税、規制緩和、潜在成長力のアップなどの施策が
打ち出されます(マーケットの要求)と、日本再評価も。

但し、消費税増税を決定(主に4-6月期のＧＤＰで判断)す
ると、景気腰折れリスクが高まるため、増税議論の行方に
要注意です。まず、足元の景気に配慮し、歳出削減の議論
を先行させるべきです。また、今後は米国のQE3の出口戦
略の議論にも注意が必要です。

久松（　④　） 井上（３，１） 伊縫（　２　） 宮島（　④　）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

栗原（　④　) 宮口(　④　） 本村(　④　)

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

杉山真(　④　) 鈴木博(　④　) 鈴木泰(　０　) 鈴木良(　２　） 田村(　④　) 植松(　④　) 渡邉(④)＋１

例会出席％　86.25　% 地区報告％　 88.75　%

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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2012～2013年度

第 22巻 47号

2013年 6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

宮口雅仁 会長　

　照りつける日差しの強さが夏を実感させる季節に
なりました。

　紫外線は、健康に役立つ存在で、骨の強化に欠か
せません。紫外線を浴びないとガンになりやすいと
いう研究結果もあります。

　紫外線はおよそ200～380nmの短い波長の光で、音
に例えるならコウモリの放つ超音波が聞こえないよ
うに、人間の目には見えない光です。おまけに雨や
曇りの日でも降り注ぎ、晴れの日の20～40%にも及
ぶから過剰反応を示す人も多いのです。

　紫外線が日焼けの原因となるのはご存じの通りで、
地表に届く紫外線の95%はUVA(315～380nm)で、残り
の5%はUVB(280～315nm)と呼ばれ、UVBは皮膚の浅い
部分・表皮に、UVAは深い真皮まで到達し細胞にダ
メージを与えます。

　過度な日焼けはやけどのようになり、さらにヒド
くなると皮膚ガンに発展します。そのため紫外線を
ブロックしようとして表皮にメラニン色素を表皮に
生成します。これが日焼けのメカニズムです。

日焼けと言うと軽く聞こえますが、紫外線には強力
な殺菌作用があるため、生物や細胞を死滅させる力
もあります。

　温暖化ネタで定番のオゾン層が吸収してくれるの
で地表は安全ですが、宇宙では死活問題にもつなが
るレベルとなるので、女性の紫外線対策は理にかな
っています。ただし、骨の健康にも役立つことは、
意外と知られていません。骨を構成するカルシウム
は尿から排せつされるため、日々減り続けています。
そのため常に補給する必要があり、成人なら800～
1,000mg、およそ1グラム必要ですが、吸収されにく
いので補給が難しい。そこで登場するのがビタミン
Dです。

　ビタミンDはカルシウム吸収の強力な助っ人で、
不足すると歩行障害、骨軟化症など重大なトラブル
を引き起こします。便利なことに体内で生成されま
すが、その際に紫外線の力を借りています。

つまり、日焼け対策で紫外線をカットすると、ビタ
ミンDの生成量も減り、最終的には骨の弱体化につ
ながります。

　毎日サプリを飲んでいるから大丈夫！と思うのは
勝手ですが、ビタミンDなしでは吸収率が大幅にダ
ウンすることを忘れてはいけません。高価なサプリ
メントを毎日摂取しても、大半は吸収されずに出て
行ってしまいます。日光浴＝紫外線＝ビタミンDの

影響は、カルシウムだけではありません。なんとガ
ンの発生率にも深く関係しています。日光を浴びる
時間が少ない夜勤勤務の人は、ガンになるリスクが
高いというデータがあります。ときどき夜勤の交代
勤務でも1.8倍、常に夜勤の人は2.9倍にも跳ね上が
ります。

　逆に、ビタミンDのサプリメントを飲み続けた人
のガンの発生率は、飲まない人の半分程度になるの
で、日光浴がガン予防に役立つことは確実です。1
日15分が目安というから、たまには紫外線ノーガー
ド戦法で出歩くのが良さそうです。

6月のプログラム

1048回 18:30 
06月27日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 時間変更・夜
間例会 

7月のプログラム

1049回 12:30 
07月04日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長・幹事他の
抱負

1050回 12:30 
07月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　委員会委員長の
抱負　

1051回 18:30
07月20日(土)

ｻﾝｼｬｲﾝ修善寺　前年度会長幹事慰
労会　移動例会・夜間例会・曜日
変更

1052回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
前年度活動報告

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
6月24日(月）　会長幹事慰労会　於：志ほ川
7月15日(月）　休会(海の日）

2.連絡事項

①次週は、夜間でさよなら例会です。

②7/20(土)の会長、幹事慰労会の出欠席をご記入く
ださい。

③三島西ロータリークラブより

例会場が7月より、みしまプラザホテルからブケ東
海三島（三島市梅名393-1,TEL055-984-0120）に変
更になります。

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1047例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

■ 一年を振り返って 会長・幹事 ■

● 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!!
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
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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

1047回 20名 15名  - 75.00％

1045回 20名 17名  1名 90.00％

●欠席者(5名)

　井上武雄、伊縫文哉、鈴木良則、鈴木泰次、成田

みちよ

●他クラブへの出席者

　伊縫文哉(6/16インターアクト小委員会)

●スマイル報告

1.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうござい

ます。

2.M・Aテーブル：テーブル会つり銭をスマイル。出

席者、植松君、杉山君、名古君、大村君、宮口君、

久松君、栗原君、テーブルマスター渡邉です。

　 

 一年を振り返って

　　　　

会長 宮口雅仁 君　

 会長という職務にさせて頂きまして1年が経とうと
しています。 きりのいい第1001回例会から第1048
回、来週まで。自分の揚げた会長方針は、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
でした。 この揚げさせて頂いた方針が、出来たのか
は、何とも言えません。 

　会長の抱負で例会中の会長挨拶時、会員様がちゃ
んと耳を傾けてくれるであろう話題作りと言わせて
頂きましたが、これは何とか毎週時間をかけてネタ
さがしをしましたので、出来たような気がします。
皆さまも、会長1年間、基本自分は派手気味な男で
ありますが、地味に淡々と会長職をこなして行きま
すとお話した事覚えていて下さったかと思います。 

　ここ、ニューウェルサンピアに車で来るのも自分
が所有する車の中で地味な車をあえて選び毎週来ま
した。基本、自己主張の強い自分ですが、会長職と
いう事で主張を抑え地味に地味にと自分に言い聞か
せやってまいりました。 

 会長職というのは、何も偉いわけではなく、1番ロ
ータリーの事について勉強出来る場を与えられると
今現在実感しております。 会長エレクトの後半は、
これから会長をやるという重責にストレスもありま

した。 会長挨拶を何度かやるうちに、そのストレス
もなくなり、1番考えたのは、会長挨拶のネタ探しで
す。

 ロータリー特別月間を入れる事。7月は識字率向上
月間。8月会員増強および拡大月間。9月新世代の為
の月間。10月職業奉仕月間、米山月間（日本独自の
ロータリー月間）。11月ロータリー財団月間。12月
家族月間。1月ロータリー理解推進月間。2月世界理
解月間。4月ロータリーの雑誌月間。6月ロータリー
親睦活動月間です。 

 暇さえあれば、手続要覧を読み、会長挨拶に入れさ
せて頂きました。 

 この1年は、会長として多くの他クラブの会員様と
交流する機会を得ることが出来ました。 本来ならば
滅多なことでは、お話し出来ないような方と、会長
という役職のお陰で、ご一緒する機会を与えて頂き
ました。これからの人生の大きな財産となっていく
事と思われます。

幹事 久松　但 君　

 1年前、幹事の抱負で、ホーム100％の出席と最後
のさよなら例会での幹事報告を行うことを目標とし
ました。

 本日の例会を除くと、あと1回です。来週は名古屋
で会議が入っていますが、5時頃までには帰ってきま
すので、何とかホーム100％を達成できそうな気がし
ます。

 幹事という職責は、会長を助けるのは当然のことで
すが、委員会や理事会などの準備など多くのやるべ
きことがあります。

 ロータリーでは、会員への伝達は必ず書面で行うこ
と、来月の準備では遅く２ヶ月後もしくは３ヶ月後
の例会や理事会の準備をする必要があること、の２
点が重要だということを学びました。

 また、幹事という立場から、他クラブの多くの方々
とも知り合いになり、外部卓話をお願いすることを
通じて、ロータリー以外の方々とも知り合いが増え
ました。

１年間、会長と共にやってきましたが、何とか無事
会長と共に、さよなら例会を迎えられそうで、嬉し
く思います。

３回目の幹事は勘弁してもらいたいものですが、「
忙しい中、良くやってこられたなー」というのが実
感です。
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2012～2013年度

第 22巻 48号

2013年 6月 27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

宮口雅仁 会長　

　「アベノミクスとか騒いでる割には給料がまっ
たく上がる気配がないな。」などと居酒屋でクダ
を巻きがちな昨今。こんなことなら学生時代にも
っと勉強して一流大学に入っとくべきだったと、
かつての自分を悔いてしまう人も少なくないはず
です。

　しかし、高学歴の人たちの中にも、低所得にあ
えいでいる者は存在します。頑張って猛勉強をし、
受験戦争を制して高学歴を手にしたのにもかかわ
らず、なぜ彼らは低所得になったしまったのでし
ょうか。

　6/25発売の週刊SPA！の特集「35歳以上高学歴
・低所得者の絶望」では、東大・京大・北大など
旧帝国大から早大、慶応大など一流私大までの高
学歴者たちが、なぜ自分が低所得者になってしま
ったのかを赤裸々に語っています。

「学生時代は運転手って学歴のない奴がやる仕事
だと思っていたんですけど。見下していた自分が
タクシー運転手をしているなんて今でも不思議な
気分になります。」

　そう話す39歳は、旧帝大の一つ北海道大学の出
身。卒業後は地元の有名食品メーカーに就職する
も違う業種で働いてみたいと転職。だが、待って
いたのは、過酷な営業ノルマと36歳でのリストラ
という厳しい結末だった。

　すぐに仕事を探し始めましたが、北海道はずっ
と雇用情勢が悪く、ホワイトカラー系の求人は特
に少なかった。

「何でもよかったんですけど。それでも北大だし、
書類で落ちることはなかったけど、学歴だけで採
用されるほど甘くなかった。」

　失業保険が切れた後は工場の契約作業員で食い
つなぎ、再就職を目指していたが、現実的に希望
の職種は難しいと判断。タクシー会社は妥協の末
の決断だった。

「車の運転は好きでしたし、何より比較的簡単に
就ける仕事でした。年収はサラリーマン時代より
150万円近く下がったけど、選り好みできる状況
ではなかった。」

「大学生活は楽しかったけど、学歴としては役に
立ってない。むしろ、捨てたいくらいです。」と
語っておられました。

　ほかにも、一橋大学出身で年収100万円のポス
ドク、早大出身で年収190万円の社労士、京大出
身で年収90万円の運送バイトなど、高学歴を有効
活用できず、低所得にあえいでいる人々が続々登
場。果たして、学歴社会はすでに崩壊しているの
でしょうか。

 まだまだ沼津も全体的に不景気です。この先不
景気を脱出して、いい時代になって貰いたいもの
です。

　沼津西ロータリークラブ会長として、今日ここ
に最後の例会を迎えられたことを感謝申し上げて
ご挨拶とさせて頂きたいと思います。

　1年間有難うございました。

7月のプログラム

1049回 12:30 
07月04日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長・幹事他の
抱負

1050回 12:30 
07月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　委員会委員長の
抱負　

1051回 18:30
07月20日(土)

ｻﾝｼｬｲﾝ修善寺　前年度会長幹事慰
労会　移動例会・夜間例会・曜日
変更

1052回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
前年度活動報告

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

ありません。

2.連絡事項

①7月25日のクラブ協議会の原稿を、7月11日まで
に、ご提出ください。

②7月のロータリーレートは1ドル＝99円です。

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1048例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

■ さよなら例会 クラブ管理運営委員会 ■

● 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!!
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
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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

1048回 20名 15名  - 75.00％

1046回 20名 17名  1名 90.00％

●欠席者(5名)

　井上武雄、伊縫文哉、鈴木泰次、鈴木良則、渡邉
亀一

●他クラブへの出席者　

　伊縫文哉（6/27　吉原RC）　

●スマイル報告

1.宮口雅仁：1年間、どうも、有難うございました。

2.久松　但：1年間ご協力ありがとうございました。
ホーム100%達成です。

3.本村文一：宮口会長、久松幹事、1年間、御苦労様
でした。

4.名古良輔：宮口会長、久松幹事、1年間、御苦労様
でした。

5.名古良輔：田村治義さん、1年間、式次第を書いて
くださり、ありがとうございました。

6.栗原侑男：皆様、1年間、御苦労様でした。

7.宮島賢次：宮口会長、久松幹事、会員の皆様、1年
間、お疲れ様でした。

8.植松　正：宮口会長、久松幹事、1年間、お疲れ様
でした。

9.芹澤和子：一年間、御苦労様でした。

10.成田みちよ：1年間、御苦労様でした。

11.杉山真一：皆様、1年間、御苦労様でした。

12.重光　純：1年間、ありがとうございました。

13.尾島康夫：1年間、御苦労様でした。

14.田村治義：1年間、御苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さよなら例会

　今年度の最後を、美味しいお食事と楽しい会話で
締めくくりました。

　　　　　司会進行は芹澤貞治君　　　　  

　　　　　　宮島賢次君の開会の挨拶

　　　　　　乾杯の音頭は杉山真一君

　　　　小林さやさんの美声を堪能しました

　　　　　最後はやはり手に手つないで

　　　　閉会の挨拶は次年度会長の本村文一君




