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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 18号

2013年 11月 14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 
　

　先週7日は裁量休会でしたが私は芹沢幹事と一緒
に富士ロータリークラブの50周年記念式典に出席
してきました。

　富士ロータリークラブは吉原ロータリークラブが
スポンサーとなり昭和39年 4月 13日に RI加盟承認
されました。会場は豪華客船飛鳥Ⅱの船上でした。

　まず船の停泊している清水港に行き、まもなく案
内があり乗船しました。飛鳥Ⅱはまるでビルディン
グのようです。式典は、ハリウッドシアターという
映画を見る会場でした。姉妹クラブの京都洛南ロー
タリークラブの会員も御婦人も合わせ20名くらい
参加されていました。

　本野会長の点鐘、実行委員長の開会宣言、会長の
挨拶とすすみ、実行委員長から記念事業の発表があ
りました。児童養護施設「ひまわり園」への支援事
業、岩本山の整備事業、50周年記念講演（9月 14日
に施行）でした。ほぼ時間通り式典は終了し、その
後いくつかのグループにわかれ、船内をガイドがつ
いて上から下まで見学しました。12階までありまし
た。船内にはカジノもありましたが日本船というこ
とで金銭の交換はできず、記念グッズが景品となっ
ていました。また24時間使用できる図書室や、雰
囲気のいいバー、甲板にはジャグジーつきのプール、
甲板から海を覗くと高さでめまいがするようでした。

　また乗船員は外国人が多数勤務し、インターナ
ショナルな雰囲気でした。見学後に1階下の5階で
祝宴が行われました。志田ガバナーの挨拶の後、鏡
割りが行われ、祝宴は始まりました。和気藹々と会
は過ぎ、最後は「手に手つないで」を唄って閉会と
なりました。

　船上での非日常的なゴージャスな祝宴、実行委員
会の「思い出に残る式典」は見事に達成されており、
私を含めゲストも十分楽しめたと思います。

　しかし、人の縁はふしぎなものです。実行委員長
は私の高校の大先輩で、以前からお会いしたいと
思っていた方でした。このような出会いをロータ
リーはしばしば与えてくれます。以上会長挨拶とさ
せていただきます。

11月のプログラム

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

12月のプログラム

1069回 12:30

12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会③ 

下期活動計画　年次総会

1070回 18:30

12月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ガバナー公式訪問 

志田洪顯カバナー　理事会⑦

1071回 18:30

12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

12月26日(木) 裁量休会

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

1066回 22名 18名 -   81.82%

1064回 21名 20名 0名   95.24%

●ゲスト

1.沼津警察署　副署長　露木克好様

2.小林秀信様

3.山本宜司様

4.宮内秀和様

●欠席者（4名）

　久松　但、尾島康夫、成田みちよ、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　久松 但(11/5 沼津北RC、11/13 長泉RC)、本村文一、

芹澤貞治(11/7 富士RC)、伊縫文哉(11/7 IAC)　

●スマイル報告

1.本村文一：露木様、本日は卓話、よろしくお願いし
ます。

2.本村文一：小林様、宮内様、山本様、ようこそい
らっしゃいました。

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

◆◆第1066例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

沼津警察署 副署長 露木克好様 理事会⑥　
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

3.栗原侑男：露木副署長様、今日はお忙しい所、あり
がとうございます。よろしくお願いします。

4.芹澤貞治：ゲストの皆様、いらっしゃいませ、楽し
んでいって下さい。沼津 4クラブゴルフコンペ、優勝す
る事ができました。

5.本村文一：入会記念日のお祝い有難うございます。

6.伊縫文哉：家族の誕生日のお祝い有難うございます。

7:鈴木良則：家族の誕生日のお祝い有難うございます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川Ｒ.Ｃ
　11月 25日(月)→例会変更(MU受付有り)
②富士宮西 R.C
 11月 15日(金)→17日(日)岡谷エコーRCとの合同例会
 11月 29日(金)　特別休会
③長泉 R.C
 12月 18日(水)夜間例会　MU受付有り(12:00～13:00)
 12月 25日(水)特別休会　MU受付無し
④沼津北 R.C
 11月 26日(火)公州 R.C姉妹提携 30周年記念式典
 12月 17日(火)夜間例会(忘年家族会)
 12月 31日(火)裁量休会
⑤吉原R.C
 12月 19日(木)忘年家族会 18:00～ MU(11:30～12:30)

2.連絡、報告事項
①本日は理事会です。理事の方は宜しくお願いします。
②下期活動計画を次週 21日までに提出下さい。
③ 2013年度、ロータリー友情交換プログラム募集の案
内が届いております。
④会長・幹事、11月 7日に富士R.C 50周年記念式典に
出席してきました。　

理事会報告

1. 報告事項
①沼津4クラブ合同例会の会費余剰金について、人頭割
にて返金があったため、一般会計に入金します。

2．協議事項
① 12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
②沼津北クラブ公州 RC提携 30周年記念例会祝儀の件 
　芹澤和子副会長が当日持参　⇒承認
③クリスマス家族例会の件　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
　なお、郵便往復はがきにて出欠確認を行う。 
④ガバナー公式訪問の件
　17：00より会長・幹事にて対応し、副会長・副幹事
の出席は事務局に確認する。　⇒承認
⑤会員候補者の件
　承認とし、1週間以内に会員増強・維持委員長にて職
業分類を付託する。
⑥クリスマス家族例会における寄付の件　奉仕プロジ
ェクト委員長　栗原侑男君
　全会員より徴収し、寄付先（金額）はティンクルと
静岡県立沼津特別支援学校とする。
　なお、寄付金の一部にて同校より鉢植えを購入し、
例会参加の夫人にプレゼントする。　⇒承認
⑦海外メークアップ旅行の件　奉仕プロジェクト委員
長　栗原侑男君

　委員会案のとおりとするが、参加者 5名以上を条件と
する。⇒承認
【行き先】　台湾（台北）【日程】平成 26年 3月 21日
（金）～同月 23日（日）（2泊 3日）
【訪問クラブ】Taipei East ロータリークラブ（予定
）　~Ambassador Hotel

外　部　卓　話

　泥棒の被害に遭わないために

　　　　　　　　　沼津警察署　副署長　露木克好様

　泥棒の被害者に共通する思いというのは、「何故我
が家なの。たまたま鍵をかけ忘れちゃった。どうして
分かったんだろう。」というものです。被害に遭うの
は思いがけない時ですし、泥棒は、思わぬ隙を突いて
くるものです。ですから、泥棒の一般的な特徴（警察
では手口といいます）などを知って対策を講ずること
で、泥棒に狙われ難くすることが出来ます。
　一般のご家庭でも。専門的な知識が無くても出来る
、被害防止の方法等について参考になればと何点かあ
げてみました。

○泥棒が気にするもの
　何と言っても侵入するのに時間が掛かること、そし
て、物音と光を気にするのです。
○確実に施錠すること（防犯と防災は相反する）
　家に侵入する泥棒被害は、意外にも無施錠箇所から
の侵入被害が多いので、しっかり戸締りをすることが
大切です。
　クレセント錠は、しっかり奥まで押し込まないと戸
を上下に揺らすだけで外れる事があります。屋敷の周
囲に砂利を撒いたり、犬を飼ったりすることも良い方
法です。
○前兆事案について
　注意して生活していると、前兆事案（何時もと違う
事）に気付くことが出来ます。警察官と一般人の違い
は、常に周囲に注意を向けているか否かでしかありま
せん。何時もと違うことには敏感になっておく必要が
あります。
○挨拶で防犯
　見慣れない人がいたら、自分から先に挨拶して声を
かけてしまうことが大切です。
○補助錠・チェーン錠
　ドアには必ずチェーン錠をする。補助錠は、数百円
で量販店に売っていますから、心配な場所に付けると
良いですよ。
○入りやすい場所
　アルミサッシは、意外にもろい事を知っておいて下
さい。アルミ格子は、気休めにしかならない。ルーバ
ー式窓は、ガラスを割らなくても入れます。
○新しいアイテム
　防犯カメラ、センサーライト、インターフォンの映
像記録装置、覗き穴の拡大鏡など、新しい防犯グッズ
が売られています。

久松（３、２） 井上（４，１） 伊縫（３，２） 宮島（　⑤　）

大村（　２　）

渡邉（３，２）

-------------------------10月分出席一覧 -----------------------

栗原（⑤)+１ 宮口(　４　） 本村（⑤）+３

名古(４，１) 成田(　２　) 尾島(　２　) 芹澤貞(⑤)+２ 芹澤和(　⑤　) 重光（３，２)

杉山真(⑤)＋２ 鈴木博(４，１) 鈴木良(３，２） 田村(　⑤　) 土屋(　⑤　) 植松(　⑤　) 上野（⑤)＋１

例会出席％　81.30　% 地区報告％　 93.46　%

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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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 
　

みなさんこんばんは。フィリピンの台風30号の被
害が甚大であります。史上最強とも呼ばれる台風ハ
イヤン、中心気圧895 (hPa)、中心付近の最大風速 
65 (m/s)、最大瞬間風速 90 (m/s)、米海軍合同台
風警報センターによれば最大瞬間風速は 105 (m/s) 
とも言われています。

　日本で一番被害の多かった伊勢湾台風は上陸時
919 (hPa) でした。風速90 (m/s) 以上の被害とは
どの様なものかというと、改良藤田スケールによれ
ば「強固な建造物も基礎からさらわれてぺしゃんこ
になり、自動車サイズの物体がミサイルのように上
空を100メートル以上飛んでいき、鉄筋コンクリー
ト製の建造物にもひどい損害が生じ、高層建築物も
構造が大きく変形するなど、信じられないような現
象が発生する」状態とのことです。 

　レイテ島では70～80％の建物が破壊され中心都市
タクロバンでは津波のような高潮によって瓦礫が散
乱し空港までに優に100人以上の遺体があったとい
います。衛星写真でも建物が根こそぎ剥ぎ取られて
いる凄まじい状況です。その悲惨さは東日本大震災
を彷彿とさせる様相です。フィリピン全体では800
万人が被災し53万人が避難所生活、死者は１万人
を超える見込みといわれています。世界中から支援
が行われていますが、倒木や瓦礫で道路が寸断され
救援物資や食料が届かずフィリッピン人女性の「助
かったのに飢え死にしてしまう」とのインタビュー
は心に痛いものでした。11月 19日　ロン・バート
ン RI会長からメールがきましたので紹介します。
朋友ロータリアンの皆さまご存知のように、11月 8
日、史上最大の台風がフィリピン沿岸の町や村を襲
い、甚大な被害をもたらしました。何千という方が
命を落とし、数十万人の被災者が家を失い、食糧や
水のない生活を強いられることとなりました。ロー
タリアンである私たちも、こうした被災者を救いた
いと考えていると思います。
　クラブの皆さまには、緊急援助物資を提供するた
めに今すぐ行動を起こすとともに、家屋や学校、事
業の建て直しなど、復興に向けた計画を立て始めて
いただけるようお願いいたします。ロータリーは災
害救援団体ではありませんが、助けを必要とする人
を支援することが、ロータリーの仕事です。これほ
どの災害となれば、その被害は、6つの重点分野の
すべてに影響するものとなります。オクラホマ州を

巨大な竜巻が襲い、家々が破壊されたとき、ロータ
リアンが支援活動を行い、地域社会に変化をもたら
したのを、私は目にしました。広範囲にわたって地
域社会が破壊されたことは、非常に悲しいことです。
そんな中、ロータリアンが直ちに現地に赴き、破片
や残骸の除去作業、食糧と水の調達、すべてを失っ
た家族たちへの支援といった活動を開始しました。
被災地のロータリークラブも、忍耐と強さを見せま
した。破壊された町を立て直すために、皆で支援活
動にあたりました。私が一番心を打たれたのは、世
界中のクラブから寄せられた支援と思いやりでした。
大災害という悲劇の中で、みんなが助けようとして
くれていることを知りました。ロータリーの精神は、
私たちがいかにして「ロータリーを実践し　みんな
に豊かな人生を」もたらすことができるかというこ
とに尽きるのです。
　ロータリーのパートナー団体であるシェルター
ボックスは、緊急のシェルター用テントやその他の
援助物資を提供するかたちで、何千という家族を援
助しています。シェルターボックスは、台風がフィ
リピンを直撃する以前の9月から、同国を襲ったマ
グニチュード 7.1の地震で家を失った家族を援助す
るために、現地で活動をしていました。ロータリー
がシェルターボックスとのパートナーシップを結ん
だのは、このような災害時の支援のためです。金曜
日、私はシェルターボックスのウェブサイトを訪れ、
被災地の家族を助けるために同団体に寄付しました。
できれば皆さまにも、シェルターボックスをご支援
いただきたいと思います。どんなにささやかなサ
ポートでも、被災した方々の生活を少しでもよくす
ることができます。シェルターボックスは、現地の
ニーズの特定や支援の提供のために、ロータリー会
員からの支援や協力をありがたく受け付けています。

　フィリピンには、21,000人以上のロータリー会員
がいます。今回の台風で被災した地域には、第3860
地区、第3850地区、第3830地区があります。私た
ちは被災地のガバナーと協力し、どのような支援が
最も必要とされているかを検討しております。現地
で懸命に活動するフィリピンの朋友たちに世界中の
ロータリアンが支援の手を差し伸べてくださると信
じています。よろしくお願いいたします。心を込め
て　ロン・バートン　私たちのできることは何で
しょうか？以上会長挨拶とさせていただきます。

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

◆◆第1067例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム④ ロータリー財団委員会　
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

11月のプログラム

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

12月のプログラム

1069回 12:30

12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会③ 

下期活動計画　年次総会

1070回 18:30

12月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ガバナー公式訪

問　志田洪顯カバナー　理事会⑦

1071回 18:30

12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

12月26日(木) 裁量休会

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

1067回 21名 19名 -   90.48%

1065回 22名 17名 3名   90.91%

●欠席者（2名）

　伊縫文哉、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　成田みちよ(11/17 IAC指導者講習会)

●スマイル報告

1.久松　但：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：ロータリー財団委員会の宮島さん、

本日はよろしくお願いします。

3.名古良輔：中野駅から40km武蔵野を走りました。

3㎏痩せました。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮 R.C

　12月 2日(月)→7日(土)ファミリー忘年会

　12月 23日(月)祝日休会

　12月 30日(月)特別休会

②沼津 R.C

　12月 20日(金)忘年家族会　MUは11:30～12:30 

  沼津リバーサイドホテル

　12月 27日(金)裁量休会　MUは受付無し

2.連絡・報告事項

① 12月 21日(土)のクリスマス例会　1月 26日(日

)のＩＭの出欠席をお願いします。

②下期活動計画の提出は本日までです。宜しくお

願い致します。

クラブフォーラム

「未来の夢計画について」

   ロータリー財団委員会 副委員長 宮島賢次 君

 

 まず、未来の夢計画の概要説明として、新地区補

助金とグローバル補助金の対象となる事業内容及

び申請時期等について簡単にお浚いをしました。

その後次々年度25周年事業に合わせた補助金申請

事業の考案を会員より伺いました。

  主な意見としては以下の事業案が出ました。

①サッカーや野球など少年少女が参加する新設或

いは既設のスポーツ大会の冠スポンサーになりそ

の後の継続事業にする。⇒報道機関によるロータ

リークラブの広報活動も期待出来る。

②原に在る沼津市のし尿処理施設敷地内や愛鷹パ

ーキングエリア内花壇等に植樹をする。また、沼

津ならではの特性を強調する様な植物自然保護等

、将来ロータリーの森の様に手入れを継続事業に

する。⇒多くの人の目に触れロータリークラブの

広報活動に帰する。

③社会福祉の目線からは、現在沼津市の福祉施設

で不足している、褥瘡予防マットや車椅子を社会

福祉課に寄贈する。⇒引渡時に報道機関による広

報活動も期待出来る。

　その他、サッカーのJ3リーグに参入する沼津の

チームに協力参加する。誰でもが理解し易く分か

り易い活動内容にした方が良い等の意見がありま

した。

 主には、スポーツ大会のスポンサーになることや

、植樹等の初期費用に補助金を活用して、その後

クラブの継続事業に移行する案に対しての賛成意

見が多くありました。

 貴重な意見を多数伺うことが出来ました。今後周

年事業に向けて準備を進めていく上で参考にさせ

て頂きます。会員の皆様有難う御座いました。
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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

2013～2014年度

第 23巻 20号

2013年 11月 28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 
　

 みなさん、こんにちは。本日は道の駅ふじおや
ま前社長、土屋様からお話を頂くことになってい
ます。後ほど宜しくお願いします。

　寒くなってくるとインフルエンザと共に気をつ
けなければいけないのがノロウィルス感染症です。
ノロウイルスは約7500塩基を持つ、プラス鎖の
一本鎖RNAウイルスに分類される、エンベロープ
を持たないウイルスの属名です。ウイルス粒子は
直径 30-38nmの正二十面体であり、ウイルスの中
では小さい部類に属します。ウイルス粒子の表面
に32個のカップ状の窪みが見られることから、
ラテン語で「杯」を意味するcalixにちなみカリ
シウィルス科 に分類されています。

　日本ではかつてお腹の風邪といわれていました。
この感染症は1年を通じて発生しますが日本の食
中毒の53％を占めノロウィルスの70％は11月か
ら2月に発生しています。静岡県も11月 22日、
「流行の兆しがある」と保健所や県医師会に文書
を送りました。

　ノロウィルスに感染してから発症までの潜伏時
間は24～48時間。主な症状は吐き気、嘔吐、激
しい腹痛、下痢、発熱で感染性胃腸炎と診断され
ます。ノロウィルスには特効薬やワクチンがなく、
脱水の補正や整腸剤の対症療法が主となります。
子供や高齢者では重症化することもあります。ま
た厄介なことに症状が消えても糞便からウィルス
の排出が3日～7日間も続くことです。ノロウィ
ルスは糞便 1g中に1億個以上、嘔吐物 1g中に
100万個以上存在し、わずか10個～100個で感染
します。
　感染するルートには大きく2つに分かれます。
1つは牡蠣やアサリなどの2枚貝の内臓にはノロ
ウィルスが蓄積することがあり生や半生で食べる
ことにより発症します。２つめは感染した人の糞
便や嘔吐物に触れた手指を介した2次感染や糞便
や嘔吐物が乾燥し細かな塵や埃と共に舞い上がり
体内に取り込まれる塵埃感染！ある意味、空気感
染とも言えます。しかも感染力が強く、その治療
法は先ほども言いましたが特効薬はなく対症療法
しかない。そのため予防が特に重要です。

　流水と石けんによる手洗いをしっかりすること。
貝類は十分に加熱。嘔吐物や糞便の処理を慎重に
すること。マスク、手袋をしっかり着用し（飛沫
感染の防止のため）塩素系の消毒剤（ハイター、
ブリーチ）で消毒します。アルコールは効きませ
ん。
　嘔吐物など高度の汚染物は次亜塩素酸ナトリウ
ム消毒液 1000ppm（0.1％）を作り消毒します。そ
の作り方は500mlのペットボトルにペットボトル
のキャップ2杯入れ水を入れます。汚染の少ない
ドアノブや調理器具の殺菌には次亜塩素酸ナトリ
ウム消毒液 0.02%（塩素濃度200ppm）で充分です。
これは2Lのペットボトルにキャップ2杯のハイ
ターを入れて水を入れます。これを使って消毒し
ます。家族にもし感染者がいたら参考にしてくだ
さい。以上会長挨拶とさせていただきます。
　

12月のプログラム

1069回 12:30

12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会③ 

下期活動計画　年次総会

1070回 18:30

12月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ガバナー公式訪

問　志田洪顯カバナー　理事会⑦

1071回 18:30

12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

12月26日(木) 裁量休会

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

1068回 22名 19名 -   86.36%

1066回 22名 18名 2名   90.91%

●ゲスト

1.道の駅ふじおやま前社長　土屋闊正様（御殿場

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 重光　純

◆◆第1068例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話 道の駅ふじおやま前社長 土屋闊正様
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●ビジター

1.野際宏行様：沼津RC

2.春日謙一様：沼津北RC

●欠席者（3名）

　伊縫文哉、上野祥行、成田みちよ

●他クラブへの出席者

　田村治義(11/17 IAC講習会)、宮島賢次、芹澤

和子(11/24 補助金セミナー)、 伊縫文哉、杉山

真一、渡邉亀一(11/25 沼津柿田川RC)、芹澤和子、

鈴木博行(11/26 沼津北RC記念例会)

●スマイル報告

1.土屋闊正様（御殿場RC）：例会日が同じ曜日で
すので、初めて訪問させて頂きます。よろしくお
願いします。

2.土屋闊正様：お礼をスマイルでいただきました。

3.本村文一：道の駅ふじおやま前社長土屋様、卓
話をよろしくお願いします。

4.久松　但：土屋様、卓話をお引き受けくださり、
ありがとうございます。

5.鈴木良則：高尾山のお祭りでお世話になりまし
た。

6.植松　正：家族の誕生日のお祝いありがとうご
ざいます。

7.芹澤貞治：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

8.芹澤和子：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西 R.C

　12月 20日(金)ファミリー忘年会　　夜間例会

　12月 27日(金)特別休会

2.連絡、報告事項

① 12月のロータリーレートは1ドル=100円です。

②ガバナー事務所より

　第40回 2620地区ロータリーアクト年次大会本

登録の案内が届いております。

　平成 26年 1月 18日（土）

　会場は静岡市、サールナートホール

　登録締切は12月 22日です。

③ガバナー事務所より

　シドニー国際大会第2620地区ナイトの案内が届

いております。

　平成 26年 6月 1日(日)19：30～21：30(予定)

　シドニー市内レストラン Blue Angel

　会費　16,000円（予定）

外　部　卓　話

　　　　　　道の駅ふじおやま前社長
御殿場ロータリークラブ

　　　　　　　　土屋 闊正 様 

　2004年11月25日　道の駅ふじおやまは開駅し、
スタートしました。

　国道246号線は東京青山から沼津を結ぶ長距離
輸送の経済産業道路で、土・日曜日は伊豆、箱根、
富士山の観光地帯を併せ持つ、日量25,000台（現
在40,000台）の交通量の多い道路でした。その為
ドライバーへのサービス、休憩施設はなく、騒音、
ゴミ、排気ガス、屎尿処理等の苦情や夜間におけ
る路肩等の違法駐車が問題になっていました。

　平成25年10月現在全国で1014ある道の駅の中で
国道246号線では唯一の道の駅であります。

　㈱ふじおやまは、商工会を媒体として出資者60
名からなる株式会社であり商店街の拠点として活
性化を目的として新しくスタートしました。小山
町のテナントとして飲食、物販、自販を配備、事
業収入を得て、株主に利益配当することを旨とし
ました。直営方式で営業を開始して、午前7時か
ら午後8時までの営業時間で年中無休としました。

　営業の基本は第1に一般旅行者、第2に地元消費
者、第3にトラッカーとターゲットを絞りました。
「無理に決まっている」とあからさまに反対され、
足を引っ張る人も多数いましたが、私はオープン
から5年間代表取締役として、365日24時間体制で
努力してきました。

　オープン前の3年間準備委員長として、なんと
かこのチャンスを小山町商工会及び商店街の活性
化の為に物にしたい一心で邁進して参りました。
会社を立ち上げ、オープンしてから軌道に乗せ、
採算ベースに乗せることが第１目標でした。幸い
にしてオープンから1年3か月で軌道に乗り、第3
期決算で配当が出せるような黒字経営にすること
ができました。余談ですが、成功すれば成功した
で各方面からの羨望や嫉妬にはうんざりしたもの
でした。

　現在、道の駅は希少価値の施設ではなく全国ど
こにもあります。高速道路のサービスエリア、パ
ーキングエリアは大資本の経営です。コンビニは
どこにでもあり、デパ地下、駅なかと色々な施設
が林立しています。それらと競争することは、な
かなか難しい時代になってきています。

　道の駅として生き残る為には、道の駅としての
使命を忘れず、個性と特色を前面に出して丁寧に
対応していくことが、肝心であると考えています。




