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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

2013～2014年度
第 23巻 13号

2013年 10月 3日

ロータリーを実践しロータリーを実践し
みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を

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 ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

本村文一 会長 

   

　今日は米山梅吉記念館での移動例会です。本日は

米山梅吉氏のことを話したいと思います。米山梅吉

氏は1968年2月4日東京芝に生まれました。奇しくも

ポールハリスも同年4月19日に生まれています。父

が5歳の時に亡くなり三島に移ります。14歳で沼津

中学に入学しました。沼津中学は、徳川家の流れを

くむ沼津兵学校です。米山梅吉氏はその頃、聡明さ

を見込まれ地元長泉で400年以上続く米山家の養子

となります。16歳の時、沼津中学を退学し単身上京。

働きながら勉強を続け20歳の時アメリカに渡り、そ

の後8年間の苦学の留学を終え日本に帰国します。

そして井上馨氏の紹介で三井銀行に入行。8年間の

留学経験が生きスピード出世を続け13年で常務取締

役になりました。その後三井信託株式会社を創立し

初代社長に就任します。実業家として活躍する一方、

三井報恩会初代理事長としてハンセン病、結核、癌

研究の助成など多くの社会的・文化的事業への援助

を積極的に進め、また緑岡小学校（現在の青山学院

初等部）の設立、長泉への図書館の寄贈など社会奉

仕活動も熱心に行いました。

　1920年に日本初の東京ロータリークラブを設立し

その初代会長として創成期の活動の中心に立ちます。

｢何事も人々からしてほしいと望むことは人々にも

そのとおりにせよ｣これは米山梅吉氏の生涯の願い

でもありご自身の生涯そのものでした。この米山精

神は米山梅吉記念館を預かる全国のロータリークラ

ブによる奉仕活動や長泉町内の小中学校で命日に設

けられた米山デーとして現在に受け継がれています。

米山記念館は米山梅吉氏の遺徳をしのびその偉業を

顕彰するため昭和44年、ゆかりの地である長泉町に

開館し平成10年には新館も完成しました。その運営

は全国の米山記念館委員によって行われています。

わが西クラブでも鈴木良則さんが2004年から現在ま

での10年間、米山記念館委員会の副委員長を務めら

れています。運営は順調のようですが問題は慢性的

な財源不足のようです。10月が職業奉仕とともに米

山月間(日本だけ)なのは全国のロータリアンに米山

記念館を思い出してもらうという意味もあるようで

す。

　　　　　　　10月のプログラム

1062回 12:30
10月10日(木)

東洋ファイバー　工場見学　
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

1063回 18:30
10月15日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 
沼津四クラブ合同例会　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会　夜間例会　

1064回 12:30
10月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ報告 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1065回 12:30
10月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1061回 21名 18名  - 85.71%

1059回 22名 17名  3名 90.91%

●欠席者（3名）

　久松　但、宮口雅仁、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　久松　但（10/01　沼津北RC）

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第1061例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

米山奨学生卓話　ワイ モン チョー君
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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.重光　純：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

　　　　　　います。

2.本村文一：ワイ・モン・チョーさん、ようこそ、

　　　　　　いらっしゃいました。卓話をよろく

　　　　　　お願いします。

3.芹澤貞治：ワイ・モン・チョーさん、遠い所、

　　　　　　ありがとうございます。

4.鈴木良則：米山奨学生ワイ・モン・チョーさん、

　　　　　　卓話をよろしくお願いします。

5.栗原侑男(奉仕委員)：次週は移動例会です。宜

　　　　　　しくお願いします。間違えないで下

　　　　　　さい。

6.M･Aテーブル：M･Aテーブル,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沼津北Ｒ.Ｃ

　　10月15日(火)沼津4クラブ合同例会（夜間）

　　10月29日(火)裁量休会

2.報告・連絡事項

　①次週は、東洋ファイバー㈱での移動例会です。

理 事 会 報 告

1, 報告事項

　沼津4クラブ合同ゴルフコンペの案内が届いてお

　ります。

2, 協議事項

①11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

②11月・12月度座席　SAA井上武雄君

　・名簿順とする　⇒承認　

③1066回・1068回例会の外部卓話者への謝礼の件

　・提案通り　⇒承認　

④沼津４クラブ合同ゴルフコンペ（11月10日(日)) 

　・クラブ負担会費の件 　⇒承認

⑤会長・幹事会（10月19日）会費の件

　・クラブ会計より支給する　⇒承認

⑥沼津北クラブ 公州RC提携30周年記念式典への祝

　儀の件　⇒継続協議とする。

外　部　卓　話

　米山記念奨学生

　ワイ モン チョー君

　国籍:ミャンマー

　静岡産業大学4年生

　まず、自己紹介をさせていただ

きます。

　ミャンマーから来た留学生ワイモンチョーです。

現在静岡産業大学の四年生で経営学科を専門として

流通マーケティングコースで学んでいます。世の中

で人、モノ、金を利用し様々な商品やサービスが誕

生すること。また国際的な経済変化が進んでいると

ともにモノやサービスなども、どう変化していくの

かなど同時に興味を持っており、専門ゼミナールの

研究テーマとして勉強しています。

　沼津西ロータリークラブの例会場で国の文化と習

慣等について紹介が出来、非常に嬉しく思っていま

す。なぜ、国の文化を紹介しましたのか？理由があ

ります。最初日本語学校の頃、決して忘れないこと

がありました。それは秋の文化祭でした。国の伝統

的な踊りに参加しました。文化祭の二ヶ月前から

困ったことがたくさんありました。アルバイトしな

がら皆で集まって練習することがとても大変でした。

しかし国のために一生懸命頑張りました。文化祭が

終わった今でも、心の中にまだ残っていました。

　その時から国の文化をもっと好きになり、前の自

分がどんどん変わってきました。国に居た時、国の

文化をあまり知らず、外国の文化や踊りなどが面白

かった。国によって文化や踊り、伝統的な服や習慣

が違うと思う。しかし、外国の文化や踊りが流行し

ても母国の文化や習慣、言葉などを忘れないように

するべきだと思っていました。現在国はどんどん発

展している方で、外国の文化や言葉などにはまって

いる人が多くなっていると共に、国の文化を忘れて

いる人も多くなっています。それは決して悪いこと

ではないですが、国の文化がなくなったら人も居な

くなります。人が居なくなったら国もなくなります。

従って国がなくならないように皆が国の文化や習慣

を守るべきだと強く思っていました。

　現在、日本でも若者たちは国の文化や習慣、歴史

などに興味を持ち、守りたいという人々が少なく

なっています。将来について、日本のことを考える

と大変な状況であることは間違いではありません。

これから国の文化と日本の文化を交流し日本とミャ

ンマーの架け橋になりたいと思っています。
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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

2013～2014年度
第 23巻 14号

2013年 10月 10日

ロータリーを実践しロータリーを実践し
みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を

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 ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

本村文一 会長 

   

　最近の明るい話題といえば世界選手権での日本体

操男子の目覚しい活躍がありました。

　日本のエース内村航平選手が前人未到の個人総合

4連覇を達成し、種目別では17歳の白井健三選手が

ゆかで金を、あん馬では亀山耕平選手が金を獲得し

日本男子は金4個、銀1個、銅2個の計7個と美し

い日本の体操を披露しました。2020年の東京オリン

ピックが楽しみです。

　しかしこの東京オリンピック開催決定でよくなり

かけた日本経済に暗雲がたちはじめたように思えて

なりません。その原因はアメリカのデフォルト（債

務不履行）の恐れです。オバマ大統領が掲げた改革

の一つがオバマケアといわれる医療保険改革です。

　日本では皆保険制度のため全ての年代に治療費の

7割、高齢者には9割を国が負担してくれます。し

かしアメリカにはそのような制度がなく高齢者には

「メディケア」、低所得者には｢メディケイド｣とい

う公的保険がありますがそれ以外の人は民間の保険

会社が提供する医療保険に自費で入らなければなり

ません。そのため多くのアメリカ人、約 5000万人

（6人に1人）が保険未加入といわれています。オ

バマケアはこのような人を保険に加入させるための

制度改革です。

　この制度は国民の支持を得ているようですが共和

党保守派の政治家は保険加入の義務化は、財政を圧

迫するだけでなく国民の選択肢を奪うものだと反対

しています。この与野党の対立から予算案が議会を

通過せずついに政府機関の一部閉鎖に突入してしま

いました。

　さらに10月 17日にはアメリカ政府の債務が上限

に達し、この日まで与野党の対立が長引き議会で債

務上限の拡大に合意しないと米国債がデフォルトに

なってしまうのです。

　アメリカの政府債務の割合は日本の半分以下のた

めアメリカには借金をする余力があります。しかし

国債を追加発行できないとなると過去に発行した国

債を投資家に償還できなくなります。実際に発生す

ると世界中が大混乱してしまいます。

　米国債は安全性の最も高い資産として日本も多量

に保有しており世界2位の保有国です。米国債の価

格が低下し金融機関の見かけ上の損失が発生し企業

の連鎖倒産が発生する可能性があります。

　また中国は世界1位の米国債保有国であり、この

ことが中国の金融危機の引き金を引いてしまうかも

しれません。万が一デフォルトが起きるとリーマン

ショック以来の国際的な金融危機になることは避け

られません。

　アメリカのこの問題が早く解決するように祈って

います。

　　　　　　　10月のプログラム

1063回 18:30
10月15日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 
沼津四クラブ合同例会　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会　夜間例会　

1064回 12:30
10月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ報告 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1065回 12:30
10月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会

　　　　　　　11月のプログラム

11月07日(木) 裁量休会

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第1062例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

東洋ファイバー㈱ 工場見学（職業奉仕）
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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22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1062回 21名 17名  -    80.95%

1060回 21名 21名  -   100.00%

●欠席者（4名）

　成田みちよ、尾島康夫、重光　純、鈴木博行

●他クラブへの出席者

　鈴木博行（10/04 沼津RC）

●スマイル報告 

　1.上野祥行：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

　　　　　　　います。

　2.本村文一：職業奉仕委員長栗原さん、本日は、

　　　　　　　ごくろうさます。

　3.栗原侑男：移動例会、職業奉仕に協力、ありが

　　　　　　　とうございます。

　4.鈴木良則：東洋ファイバーの皆さん、お世話に

　　　　　　　なります。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　①富士宮西R.C

　　10月25日(金)→28日(月)富士宮R.Cとの合同例会

2.報告・連絡事項

　①次週は、15日(火)沼津リバーサイドホテルに

　　て4クラブ合同例会　18:30点鐘です。

　②第2760地区　名古屋大須ロータリークラブよ　

　　り第19回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭、

　　参加の案内が届いております。

　③加藤学園I.A.C白嶋先生より、10日(木)17:00

　　より10月の例会を予定していますので、指導

　　宜しくとの連絡がありました。

工 場 見 学 報 告

東洋ファイバー㈱ 工場見学

　奉仕プロジェクト委員長　栗原 侑男 君

　クラブの皆様、移動例会、企業訪問参加、有り難

うございました。

　職業奉仕月間に身近な会社訪問を計画いたしまし

た。異業種会の集まりで東洋ファイバー㈱の中島章

恵社長様と知り合い職業奉仕月間の話をし、ご理解

を頂き、会社見学を御願いしましたところ、快く引

き受けて頂き実現することができました。

　設立昭和 9年 3月 3日、

資本金1億円、社員 96名

の会社です。会議室をお

借りし例会、食事を早々

に済ませ中島社長も同席、

工場長より事前説明をしてもらいました。工場長、

現場主任の方には貴重な時間を割いて頂き、二班に

別れ案内、説明をして頂きました。事務所はもちろ

ん、工場内も整理、整頓が行き届き、作業していて

も私達に気持ち良く挨拶をして頂きました。一巻き

が800キロもある普通紙のロールの数や、普通の紙

を使い特殊な紙に変わる行程を最初から最後まで見

学させてもらいました。すべてオートメーション化

されていると思いましたが所々、手作業をしていま

した。普段身近にある製品で事務用バインダー、高

級かばん、高級手帳の表紙、対静電気用紙、サラン

ラップを切る刃の部分、剣道の防具など様々なもの

に使用されているのには一同驚いておりました。高

温加工した後の冷却水は良質な地下水を利用して後

処理、環境面を重視した企業であることを見せて頂

きました。見学終了後、会議室に戻り質問など中島

社長と和やかなうちに終わることができました。

久松（２、２） 伊縫（　１　）

大村（　３　）

渡邉（　④　）

-------------------------９月分出席一覧 -----------------------

井上（④）+１ 栗原（④)+１ 宮島（④）+１ 宮口(　３　） 本村（④）+２

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

杉山真(　④　) 鈴木博(３，１) 鈴木良(３，１） 田村(　④　) 土屋(　３　) 植松(　④　) 上野（　④　)

例会出席％　87.36　% 地区報告％　 94.25　%

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

2013～2014年度
第 23巻 15号

2013年 10月 15日

ロータリーを実践しロータリーを実践し
みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を

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 ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

本村文一 会長 　

   

　この合同例会は3年前

から連続して行われてい

ますが、それ以前にさか

のぼると1998年になって

しまいます。沼津のロー

タリアンのお祭りのよう

で、いろいろなロータリ

アンとの出会いを与えて

くれまして私はとても楽しみにしています。

　全国的に会員の減少が当たり前のようになって

います。このような魅力的な行事があると会員増

強に弾みがつくような感じがします。なぜなら、

この短時間の間に新しいロータリアンの仲間がで

き、また親交も深められるからです。

　本日の当番クラブの北ロータリーの小林会長を

始めとした北クラブの会員の皆様ありがとうござ

いました。来年は西クラブが当番となります。

　みなさんの多数のご参加をお待ちしております。

来年もまた皆様と元気で会えますように。それで

は皆様のご健康とご隆盛を祈念します。

　　　　　　　10月のプログラム

1064回 12:30
10月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 
地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ報告 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1065回 12:30
10月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会

　　　　　　　11月のプログラム

11月07日(木) 裁量休会

1066回 12:30
11月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話 
沼津警察署 副署長 露木克好様　
　　　　　　　　　　理事会⑥

1067回 18:30
11月21日(火)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④　
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1068回 12:30
11月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話　道の駅
ふじおやま前社長 土屋闊正様

クラブ管理運営委員

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1063回 22名 15名  -   68.18%

1061回 21名 18名 1名   90.48%

●欠席者（7名）

　井上武雄、伊縫文哉、名古良輔、成田みちよ、

　重光　純、鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　本村文一、栗原侑男

　（10/12 職業奉仕ｾﾐﾅｰ）

　

　　　　　　緊張気味に出席報告する土屋君です

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第1063例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

沼津４ロータリークラブ合同例会
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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新富士Ｒ.Ｃ

　11月05日(火)　振替休日

　11月12日(火)→10日(日) ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄinFUJI

　　　　　　　　　　　　(伝法まちづくりｾﾝﾀｰ)

　11月26日(火)　工場見学(ﾔｸﾙﾄ富士裾野工場)

合 同 親 睦 会

ホストクラブ

沼津北ロータリークラブ

　小林　俊会長挨拶

　本日は、沼津4クラブの合

同例会です。今回は私共、沼

津北ロータリークラブの当番

で開催させて頂きます。今年

度会長の小林俊と申します。

宜しくお願い致します。

　歴史としては、沼津クラブ創立は1952年、北ク

ラブは1960年、柿田川クラブは1980年、最も新し

い西クラブも1991年創立で、すでに20年以上経

過しています。団体としてのロータリークラブが、

1905年にシカゴで発足して以来、1920年には日本

にできて、このように続いているということは、

社会が求めているもので、その必然性があるから、

だと私は思っています。

　その必然性のコア、中核は、「職業奉仕」であ

る筈です。自らの職業に良心を持って邁進するこ

とがそのまま社会での存在意義を与えてくれる、

という表現がいいかどうか分かりませんが、その

ことが己を肯定してくれる、という思想はとても

平等だと思います。

　3日前の12日土曜日に、2620地区の職業奉仕セ

ミナーが静岡で開催され、殆どのクラブの職業奉

仕委員長と会長が参加していました。私も北クラ

ブの木村委員長と共に出席してまいりました。そ

こでも職業奉仕とは何か、といったことがテーマ

で、種々話がされました。自らの職業に真剣に取

り組む個人が集まって、クラブとしてそのことを

深めるというか高める為には、まず個々の職業観

をお互いに良く知ることが大切ではないか、とい

った話がされました。

　今夜は、根底に共通の思想を持つ4クラブが集

まって、いつも以上に広い異業種の多くの方々と

共に語れる良い機会です。是非楽しい有意義な会

になればと願っています。

　また、私共沼津北ロータリークラブは、韓国の

公州ロータリークラブと姉妹クラブ提携をしてか

ら30年が経ちました。その記念式典を11月 26日

にこのホテルで開催する予定です。沼津の他の3

クラブの会長様をその式典にご招待させて頂きま

す。是非宜しくお願い致します。式典については、

現在井口賢明実行委員長を筆頭に鋭意準備中です。

　それでは、楽しく過ごしましょう。

　沼津 RC道前 勇会長

          親睦会開会挨拶

 

　Ｍテーブル

　　　慣例の手に手つないで

 最後は、菊池沼津柿田川 RC会長の音頭で手締め
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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

2013～2014年度
第 23巻 16号

2013年 10月 24日

ロータリーを実践しロータリーを実践し
みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を

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 ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

本村文一 会長 　

　本日は10月 12日に静岡のホテルアソシアで行

われました地区職業奉仕セミナーの報告を栗原奉

仕プロジェクト委員長にお話していただきます。

宜しくお願いします。

 先週の土曜日の19日にリバーサイドホテルで第

3回会長幹事会が行われました。この会長幹事会

は年に4回行われるのが通例ですが、どの会長幹

事も期首当初の緊張感は無く、約4ヶ月経過して

少し落ち着いた雰囲気でした。

 はじめに次年度のアシスタントガバナーの推薦

がされました。新富士ロータリークラブの方でし

た。

 次にIMについて説明がありました。今年度は平

成26年 1月 26日に富士宮西ロータリークラブの

ホストでゲストハウスフォレストヒルズにて行わ

れます。その実行委員長は、私が9年前幹事だっ

たときの富士宮西ロータリークラブの会長で、そ

の時の実行委員長は現在の片岡アシスタントガバ

ナーという巡り会わせの妙を感じました。

 IMの記念講演は春雨や落雷（本名は安部正之）

さんという松江東ロータリークラブ所属のロータ

リアンで職業分類は整形外科医という方のお話の

ようです。多くの会員の皆様の参加をお待ちして

おりますとのことでした。

　また、次年度直前の退会防止についてガバナー

が懸念されているとのお話がありました。当クラ

ブでは今年度は2人も新入会員を迎え会員増強は

順調です。ただしどうしてもやむをえない退会も

存在します。そのためにも日々増強です。必ず声

のかかるのを待っている人もいるはずです。皆さ

んも勧誘を宜しくお願いします。

　　　　　　　10月のプログラム

1065回 12:30
10月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会

　　　　　　　11月のプログラム

11月07日(木) 裁量休会

1066回 12:30

11月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話 
沼津警察署 副署長 露木克好様　
　　　　　　　　　　理事会⑥

1067回 18:30

11月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④　
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1068回 12:30

11月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話　道の駅
ふじおやま前社長 土屋闊正様

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1064回 21名 20名  -   95.24%

1062回 21名 17名 2名   90.48%

●ビジター

　春日謙一様：沼津北RC

●欠席者（1名）

　尾島康夫

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第1064例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

地区職業奉仕セミナー報告



　

2

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●他クラブへの出席者

　渡邉亀一（10/17 吉原RC）　

　名古良輔（7/17 eCLUB ONE）

　本村文一、芹澤貞治（10/17 会長、幹事会）　

　上野祥行（10/20 新会員セミナー）　

　重光　純、杉山真一、渡邉亀一

　　　　　　（10/21 沼津柿田川RC）

●スマイル報告

　1.宮口雅仁:家族の誕生日のお祝いありがとうご

　　　　　　 ざいます。

　2.本村文一:本日は栗原奉仕プロジェクト委員長、

　　　　　　 卓話をお願いします。

　3.上野祥行:10/20(日)ロータリークラブ新会員

　　　　　　 研修会へ参加して来ました。

　4.鈴木良則:来週の例会は、欠席させて頂きます。

　5.B・Cテーブル: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裾野Ｒ.Ｃ

　11月01日(金)移動早朝例会　

　　　　　　於：裾野ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ内樹木選定AM7:00

　11月08日(金)→10日(日)裾野市福祉会館AM10:00

　11月15日(金)夜間例会

2.連絡、報告事項

　①10月31日 事務局欠席の為、例会欠席の会員は、

　　田村さんに直接連絡をして下さい。

　②10月19日 第3分区の会長･幹事会がありました。

　③11月17日 インターアクト指導者講習会が日大

　　三島高校インターアクトクラブのホストで開

　　催されます。

地区職業奉仕セミナー報告

奉仕プロジェクト委員長

　　　栗原 侑男 君　　　　

　本村会長と静岡駅前ホテルアソ

シア静岡で開催された職業奉仕セ

ミナーへ参加してまいりました。

各クラブ会長、職業奉仕委員長の

必ず 2名の参加が義務付けられております。

　対象者の都合がつかない場合も代理の出席が義

務付けられました。

　セミナーテーマは「新しい時代の職業奉仕を考

える」です。基調講演に入り講師はパストガバナ

ー、牧田静二地区研修リーダーです。

　テーマは「ロータリーでいう職業奉仕」でした。

職業奉仕の実践ということはきわめて個人的な問

題で、これをロータリーという団体で行うとなる

となかなか良い方法が見付からないが現実です。

　会員の多くがロータリーの職業奉仕はむずかし

くて判りにくいと感じる原因だろうと思います。

　ロータリーはボランテア団体ではない、職業奉

仕団体である。

　職業奉仕という考え方は他の多くの奉仕団体に

ないロータリー特有の主義主張でいわば職業奉仕

はロータリーの金看板である。

　云いかえれば、ロータリーのロータリーたる所

は、この職業奉仕という考え方があるからだ、と

いっても良い位大事な奉仕観念なのです。

　牧田パストガバナーは力説しました。今年度始

まる前に「ロータリーでいう職業奉仕」の冊子が

渡されました。その中でも同じような事が書かれ

ています。

　奉仕団体は他にも、世の中には沢山あります。

山ほどあるこれらの奉仕団体と、ロータリーをは

っきり区別する相違点は、正にこの職業奉仕とい

う考え方が、あるかないかという一点にかかって

いるのです。例えば、ライオンズクラブは「自由、

知性、愛国」を目標に、「明るい社会へ身近な奉

仕」を合言葉にしております。

　他のクラブでも「人類への奉仕」「青少年への

奉仕」とか色々の分野で、それぞれ特徴のある理

念を打ち出しておりますけども、ロータリーのよ

うにハッキリと「仕事を通じての奉仕」という一

枚看板を揚げて活動しているものはありません。

　ちょっと一服

　今年の紅葉は夏の日照時間が全国的に長く、色

付きが例年より進むとみられているそうです。
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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

2013～2014年度
第 23巻 17号

2013年 10月 31日

ロータリーを実践しロータリーを実践し
みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を

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 ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

本村文一 会長 　

　すっかり朝夕は冷え込んで秋を通り越して冬が来て

しまったかと思う今日この頃です。風邪の患者さんも

増えてきました。寒くなってくると心配なのはインフ

ルエンザです。

　インフルエンザはインフルエンザウイルスを原因と

する呼吸器感染症です。おおむね 1～3日を潜伏期間と

し発熱、頭痛、咳、咽頭痛、鼻水、筋肉痛などを呈し

ます。通常の風邪に比べ急激に全身症状が強く出るこ

とが特徴です。多くは軽症で回復しますが一部重症化

する方や亡くなる方もあります。高齢者、喘息などの

慢性呼吸器疾患のある方や心疾患や糖尿病などの基礎

疾患のある方は重症化しやすいとされます。

　インフルエンザウイルスは A型、B型、C型がありま

す。C型も人に感染しますが流行は起こりにくいとさ

れています。人の間で流行するのは AH１ pdm09亜型

（2009年に流行した新型インフルエンザ）、AH1N1亜

型（ソ連型）、AH3N2亜型（香港型）、B型の４タイプ

です。インフルエンザにかかりにくくするためにワク

チンの接種があります。インフルエンザの病原ウイル

スは毎年少しずつ抗原性を変えることが多くワクチン

も毎年これに対応する株が選定されています。

　

　今年のワクチン株は、A型株はカリフォルニア

H1N1（新型）とテキサス H3N2（香港）、B型株はマサ

チュセッツとなっています。ワクチンは生後 6ヶ月以

上 13歳未満は2回接種、13歳以上は1回接種（希望に

より2回も可）、2回の場合は2～4週間あけて接種し

ます。特に子供では脳炎の予防になりますのでより重

要です。効果は接種してから 2週間後から発現し約

5ヶ月続くとされていますので 10月下旬から 12月中

旬までに行われるのが望ましいと思われます。但し接

種したからといって必ずかからないわけではなく、自

分で手洗いをしっかりしたり、マスクを着用したり流

行期には人ごみを避けたりということが重要です。

　インフルエンザワクチンはあまり副作用も無く有効

な予防手段です。それでもインフルエンザにかかって

しまうことがあります。急激な発熱、筋肉痛、全身倦

怠感を呈する場合はインフルエンザを考え、迅速検査

をしますが、そのタイミングが難しい。大流行期では

発熱から時間があまり経過してなくても検査で陽性と

出ますが、それ以外ではタイミングが重要です。発熱

してから少なくても 12時間経過しないと正確な判定が

できないとされていますが、12時間で陽性と出なくて

も翌朝再検査すると陽性と出る方がとても多い。患者

さんには熱が出た時間をしっかり覚えていて、熱を定

時的に測定し少なくとも 12時間たったら検査に来るよ

うにいっています。インフルエンザの薬は今ではかな

り種類が出ていますがどれも良く効きます。今年は、

9月に東伊豆町の小学校で学年閉鎖を伴う発生があり

ました。これは全国的にも早いようで、過去に発生が

早かった時は大発生した年だったような記憶があり心

配です。以上会長挨拶とさせていただきます。

11月のプログラム

1066回 12:30

11月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話 

沼津警察署 副署長 露木克好様　

　　　　　　　　　　理事会⑥

1067回 18:30

11月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④　

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1068回 12:30

11月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話　道の駅

ふじおやま前社長 土屋闊正様

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第1065例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム（クラブ管理運営委員会）
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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22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1065回 22名 17名 -   77.27%

1063回 22名 15名 5名   90.91%

●ビジター

　菊池広明様：沼津北RC

●欠席者（5名）

　久松　但、伊縫文哉、尾島康夫、成田みちよ、

　鈴木良則

●他クラブへの出席者

　杉山真一、重光　純、井上武雄

　　　　　（10/28　沼津柿田川RC）　

　伊縫文哉（10/30　長泉RC）

●スマイル報告

　1.本村文一：誕生日のお祝いありがとうございま

　　　　　　　す。

　2.名古良輔：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　　　　　　　ざいます。

　3.杉山真一：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　　　　　　　ざいます。

　4.渡邉亀一：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　　　　　　　ざいます。

　5.上野祥行：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　　　　　　　ざいます。

　6.本村文一：クラブ管理運営委員長芹澤和子さん、

　　　　　　　本日はよろしくお願いします。

　7.名古良輔：10月は通算 100キロ走る事ができま

　　　　　　　した。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　①新富士R.C

　　11月26日(火)工場見学→通常例会に変更

2.連絡、報告事項

　①次週11月7日は、裁量休会です。

　②次々週11月14日は、理事会です。理事の方は、

　　出席及び協議資料の提出をお願いします。

　③11月14日は、友人同伴例会です。友人を連れて

　　こられる方は、11月7日まで人数を連絡下さい。

クラブフォーラム

　クラブ管理運営委員長

　　　芹澤 和子 君　　　

議題

1:会員間の親睦をはかるための行事、 

　クリスマス家族例会の内容、特にイベントの件

2:後期予定の花見例会、時期等の件で、意見を求め

　ました。今回は各テーブルで話し合い、まとめて

　意見を発表する方法をとり、メンバーのコミュニ

　ケーションを計りながら一つの課題を纏めていき

　たいと考えました。発表内容は以下の通りです。

討論意見

1:クリスマス家族例会イベント

　1.バルーンアート　

　　初めてのイベントで良いので

　　はと同時に内容が解らない、心配もないか?

　2.バンド演奏

　　歌毎年のイベントですが、例会までの期間と予

　　算は?

　3.家族そろって歌合戦

　　予算上問題はないが好き嫌いがある

　4.じゃんけんゲーム

　　方法などの問題　以前イベントを行

　　った経験者に意見を戴きました。

　

2:花見例会　　

　　花見例会予定の4月は桜の開花時期、クラブ活

　動予定等沢山あるので、予定時期を検討する必要

　がある。

　　隅田川屋台での花見例会予定なら、予約等の問

　題も生じる等の意見があり、参考にして検討いた

　します。

　クラブフォーラムの結果、貴重な意見を参考にし

て、再度委員会にて、話し合います。

　ご意見ありがとうございました。




