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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 21号

2013年 12月 5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。先週、とても懇意にしてい

ただいた開業医の先生が亡くなられました。その先

生は私が医師会に入会後からテニスクラブに参加さ

せていただいてテニスの楽しさや奥深さを教えてい

ただいた先生です。2～3年前から調子を崩されて入

退院を繰り返していました。それでも先生は、診療

をあまり休むことなく親身に診療するために患者さ

んも多かったようです。いっしょに、いろいろな所

に遠征に行きました。静岡市や東京の世田谷とか。

そしてテニス後の飲み会、実に楽しいもので仲間も

いっぱいできました。

　3週間前に入院している先生に電話をして状況を

確認すると先生の声は明らかに弱々しかったのです

が「良くなっているから1週間くらいで退院できそ

うだ」とのことでした。その後、亡くなる5日前に

テニスクラブ会員がお見舞いをされ、テニスの三島

医師会テニスクラブとの対抗戦がんばってください

とのお言葉を頂いたというのに急に亡くなってし

まって非常にショックでした。そんな折、私のとこ

ろに患者さんがみえてこれからここで薬をだしてほ

しいと持参した紹介状をみると亡くなる1週間前

（恐らく入院中の病室で書かれたもの）の日付で書

かれていました。自分の調子も非常に悪いのに患者

さんの紹介状を書いている絵を想像して、思わず私

は天を仰いで実に切ない気持ちになりました。私も

三島医師会テニスクラブとの対抗戦で勝利し、3年

間負けなしの6連勝を果たした事を報告しようと

思っていた矢先でもっと早く面会していればと悔い

が残る思いでした。

　日本人の平均寿命は女 86.41歳で世界第1位、男

は79.94歳で世界第5位。医療の進んだ日本では、

人はなかなか死なないものですが、あっけなく亡く

なってしまうことも事実です。死ぬ時に後悔がない

ように一秒たりとも無駄な時間はないと思います。

そういう意味では先生はそれを実践していたように

思えます。私もみならいたいと思います。以上会長

挨拶とさせていただきます。

12月のプログラム

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

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1069回 21名 19名 -   90.48%

1067回 21名 19名 1名   95.24%

●欠席者（2名）

　伊縫文哉、成田みちよ

●スマイル報告

1.本村文一：本日は、下期活動計画の発表、よろ
しくお願いします。
2.名古良輔：10月11月と月100キロの走り込みが
できました。
3.鈴木良則：来週の夜間例会と再来週のクリスマ
ス例会を欠席します。1年間、ありがとうござい
ました。
4.重光　純：本日が、今年最後の出席になります
。
5.田村治義：静岡で会議のため早退します。

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1069例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会③　下期活動計画　年次総会
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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
　12月 10日(火)工場見学(NEXCO中日本コミュニ
ケーションプラザ富士)
　12月 17日(火)クリスマス家族会(あさくま富士
店)
　12月 24日(火)→27日(金)忘年例会
　12月 31日(火)特別休会
②富士R.C
　12月 11日(水)夜間忘年家族例会　18:30より
　12月 25日(水)年末休会
　01月 01日(水)特別休会
　01月 08日(水)新年夜間例会

2.連絡、報告事項

①次週はガバナー公式訪問です。夜間例会になり

ます。

②次週は理事会です。理事の方は、協議資料提出

願います。

③I・M並びにクリスマス例会、出欠席お願いしま

す。

クラブ協議会報告（下期活動計画）

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 幹事　芹澤 貞治 君

　協議会に先立ち、年次総会にて、本村会長より、

クラブ細則第3条第3節-3項により、次次年度会長、

田村治義君、次年度理事、芹澤和子君、本村文一

君、植松正君、久松但君、井上武雄君、宮島賢次

君の発表があり、当選が確定しました。

　クラブ協議会に移り、各委員会が下期の活動計

画を発表しました。

　ロータリー活動の基であるクラブ管理運営委員

会は、プログラム親睦共に、下期も行事が多く、

活発な活動が期待されます。

　クラブの活動の記録を託されたクラブ広報委員

会は、毎週遅れのない会報の発行と活動を外に向

ける広報の活動、これからは多少の問題があるが、

ITを上手に使用する事が課題と思われます。

　クラブの力となる、会員増強維持委員会は会長

の抱負でもある、今年度純増5名という高い目標

に向かい、会員候補者の推薦を行うとのことでし

た。

　主に、外に向けての奉仕プロジェクト委員会は、

上期に劣らず、下期も奉仕活動に励んで行くとの

ことでした。

　職業、社会はもちろん、国際奉仕でも10年ぶり

の海外メーキャップ旅行も計画されています。イ

ンターアクトについては、2回の活動予定が報告

されました。

　ロータリー財団委員会からは、未来の夢計画の

推進の説明があり、次年度に向けての有意義な目

標設定を決定する事が発表されました。

　例会を規律よく、スムーズに進行させるSAAは、

司会進行のみならず、ビジター、ゲストに気持ち

良い例会となる工夫、上期同様、下期も続けてい

く事が発表されました。

　以上の発表の後、会長より下期活動の総括が述

べられ、このまま上期に引続き、下期も楽しくロ

ータリー活動に励んでもらいたいとの事で無事終

了しました。

　各委員長様、御苦労様でした。

　　　　真剣に協議する沼津西RC会員
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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 22号

2013年 12月 12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、こんばんは。本日は 2620地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ志田

洪顯様が公式訪問でいらっしゃっています。2620地区

の78クラブを個別に訪問され、当クラブを含め、あと

4クラブで終了とのことです。全クラブを訪問すると

いうことは、大きな労力を要することです。本日は訪

問いただきましてありがとうございます。

　さて時節柄、宴会が毎日続く方も多数おられる事と

思います。そんな中、私は貝原益軒の養生訓をふと思

い出しました。読んでみると現在に通じるものがあり

ます。養生訓はちょうど 300年前の 1713年に発表され

ました。その中で人間の尊厳性を説いたものがありま

す。ひとの身体は父母を本とし､天地を初めとして

なったものであって､天地・父母の恵みを受けて生ま

れ育った身体であるから､それは私自身のもののよう

であるが､しかし私のみによって存在するものではな

い｡つまり天地の賜物であり､父母の残してくださった

身体であるから､慎んで大切にして天寿をたもつよう

に心がけなければならない｡　これが天地・父母に仕

える考の本である｡身体を失っては仕えようがないの

である｡自分の身体にそなわっているものは､それがわ

ずかな皮膚や毛髪でさえも父母から受けたものである

から､理由もなく傷つけるのは不幸である｡　まして大

いなる生命を私ひとりのいのちと思って､慎まず､飲

食､色欲を思いのままにし､元気をそこない病となり､

もって生まれた天命を縮めて､早世することはまこと

に天地・父母への最大の不幸であって､馬鹿げたこと

であるといわなければならない｡

　ひととしてこの世に生まれてきたからには､ひたす

ら父母・天地に考を尽くし､人倫の道を実践し､義に従

い、なるべくならば幸福になり､長寿にして悦び楽し

むことは､誰も願望するところであろう｡このようにな

りたいと欲するならば､まずいま述べた道を思考しそ

れをふまえて、養生の方法を心得て健康をたもつこと

である｡これこそが人生で最も大事なことだろう｡ひと

の身体はきわめて貴重であって､全世界のなにものに

もかえることのできないものではないか。しかるに養

生の方法を知らないで､欲にふけり身をほろぼし命を

失うことは､もっとも愚かなことである｡生命と私欲と

の軽重をよく考えて､日々の生活を慎み､私欲の危険性

を恐れること、深淵にのぞむような､薄氷をふむよう

な細心の注意を払って生活すれば、長生きもできて、

災難をまぬがれるであろう｡ともかく人生は､楽しむべ

きである｡短命では全世界の富を得たところで仕方の

ないことだ｡財産を山のように殖やしても何の役にも

立たない｡それゆえに､道に従って身体を保って､長生

きするほど大いなる幸せはないであろう｡長生きは､す

べての幸福の根本といわれるのであると述べていま

す｡私も改めて気をつけたいと思います。以上、会長

挨拶とさせていただきます。

12月のプログラム

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

1月のプログラム

1072回 12:30

1月9日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男・年女の抱

負　午年会員他　理事会⑧

1073回 18:30

1月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　新年会　クラブ

管理運営委員会　夜間例会

1074回13:00

1月26日(日)

ﾌｫﾚｽﾄﾋﾙｽﾞ　　　　静岡第3分区IM 

富士宮西RC　曜日変更　移動例会

1075回12:30

1月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会④ 

上期活動報告

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1070例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

ガバナー公式訪問 志田洪顯カバナー 理事会⑦
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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23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1070回 22名 19名 -   86.368%

1068回 22名 19名 1名   90.91%

●欠席者（3名）
重光　純、鈴木良則、成田みちよ
　
●ゲスト
1.2013-14年度国際ロータリー第2620地区　志田洪
顯ガバナー（静岡RC）
2.2013-14年度国際ロータリー第2620地区　浅原諒
蔵地区幹事（静岡RC）
3.2013-14年度国際ロータリー第2620地区　静岡第3
分区片岡博昌アシスタントバガナー（富士宮西RC）

●スマイル報告
1.本村文一：志田ガバナー、浅原地区幹事、片岡ア
シスタントガバナーバガナー、本日はありがとうご
ざいます。
2.芹澤貞治：志田ガバナー、浅原地区幹事、片岡ア
シスタントガバナー、ご指導、ありがとうございま
す。
3.本村文一：下原満知子さん、入会おめでとうござ
います。
4.栗原侑男：下原満知子さん、入会おめでとうござ
います。宜しくお願いします。
5.芹澤和子：下原満知子さんをよろしくお願いしま
す。
6.MA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長泉R.C
　01月 01日(水)　祝日休会　メーキャップ受付無
し。
　01月 15日(水)　夜間例会　メーキャップ受付
(12:00～13:00)。
　01月 29日(水)→25日(土)　IM　移動例会　メー
キャップ受付(12:00～13:00)。
②御殿場 R.C
12月 19日(木)　ｸﾘｽﾏｽ家族会　18:00～　御殿場館

2.連絡、報告事項

①ガバナー事務所より
　フィリピン中部地域大災害復旧義援金募集の案内
が届きました。
　1人 1000円をお願いします。(強制ではありませ
ん。)
　本日募金箱を廻します。
②ガバナー事務所より
　地区大会の案内パンフレット配布の案内が届きま
した。
　当クラブは1月になって配布したいと思います。
③ガバナー事務所より
　「R・I意義ある業績賞」推薦の案内並びに「ロー
タリアン配偶者／パートナー奉仕功労賞」推薦の案
内が届きました。
④次週は21日(土)に例会日変更。クリスマス家族例
会となります。
⑤エコキャップがありましたら、次週お持ち下さい。
⑥本日は例会終了後、理事会があります。理事の方
はお願いします。

フィリピン中部地域大災害復旧義援金

23,000円の義援金、ありがとうございました。ガバ
ナー会議長、舟木いさ子さんに送金します。

理事会報告

　
1, 報告事項
　 なし　
2, 協議事項

①1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

②1・2月度座席表　SAA　井上武雄君 　

・あいうえお順とする　⇒承認

③新会員の所属の件

・クラブ管理運営員会とする　⇒承認

④新年会の件　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　ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

⑤IMの交通手段の件

・柿田川RCと合同でバスをチャーター。

費用（税込68,250円）は、同クラブと人数割で分担

し、クラブ負担（交通費）とする。

3, その他

・奉仕プロジェクト委員長栗原侑男君より、ベトナ

ム枯葉剤被害の写真展（3/18～3/21　三島中郷文化

プラザ）へ協賛したい旨の説明あり。 

新会員紹介

会員氏名 　下原　満知子　君

職業分類 　電気工事業

事業所名 　株式会社　下電工

事業所での地位 　役員

事業所所在地 　〒412-0041　御殿場市ぐみ沢66-2

事業所電話 　0550-82-0458

事業所FAX 　0550-82-0995

推薦者 　芹澤　和子 　　　　　
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ガバナー公式訪問報告

　　　　　　　　　　　　　

2013-14年度国際ロータリー第2620地区　

志田洪顯ガバナー（静岡RC）

　　　　　　　　　　　　　　幹事　芹沢　貞治

　クラブ例会へのガバナー公式訪問に先立ち

17:00より、志田ガバナー・浅原地区幹事・片岡

第３分区アシスタントガバナー、クラブより、本

村会長・芹澤和子副会長・植松副会事と私の4名

が出席し、会長・幹事会が開かれました。

　まず、クラブの現状報告と抱負等を述べよとの

事で、4人がそれぞれの立場より発言。ガバナー

より、良くまとまっている、そして沼川や千本浜

遊歩道等の長年の社会奉仕活動へのお褒めの言葉

をいただきました。

　会員増強については、Ｕターン・Ｒターンの方

を探してみてはどうかとのご指導がありました。

Ｕターンとは、地域以外で退職（定年）した方が

都会等から戻って来た方々。Ｒターンとは、この

地域の住人で退職された方々。この方々は時間が

あるのでロータリーに入会すると、熱心なロータ

リアンになる可能性が大きい。職業分類は、昔と

違い前職の職業分類で良くなったのでこれは非常

に良い。現在ロータリアンでも、定年を向え職業

分類がなくなり、仕方なく退会と思っている方が

いる。又、多くの女性が現在は色々な所で活躍し

ており、この様な方々を探すのも良い事と思われ

る。もう少し、女性と65歳以上の方(Ｕターン・

Ｒターンした方)を活用してもらいたい。Ｒター

ンでは、元公務員、教師、警察官等が良いのでは

ないかと強調されました。

　公式訪問では、30分の短時間の中で、ロータリ

ーとは各クラブが基本であり、ＲＩと各クラブの

みがあり、各事務局は権限はない。あるのは、各

クラブとＲＩのみである。ロータリーとはと、

100年以上も語られてきたが、120万人の会員ひと

りひとりが地域のリーダーである。中間がなくて、

クラブの意向等が直接ＲＩに伝わる。

　ロータリアンの職業・年齢・国籍等の多様性は

財産である。地球を救うのはロータリーではない

かとシーガル社は言っている。又、未来の夢計画

については、ぜひ地区補助金を使って下さいとの

事でした。

　そして、クラブ研修リーダーの重要性を強調さ

れ、今年度の地区大会の第１日目には会長・幹事

と一緒に参加を要請。

　ガバナーにとっては、時間が足りなかった30分

の卓話でした。公式訪問は当クラブが74番目との

事、もう少しですので、体に気をつけながら残り

クラブの公式訪問、そしてあと半年を、持ち前の

ガッツで2620地区を引っ張っていってくれる事を

祈念し、また地区大会で再会できる事を楽しみに

しております。ガバナー・地区幹事・アシスタン

トガバナーに御礼申し上げます。

　　　　　ガバナー公式訪問の様子

久松（２、１） 井上（　③　） 伊縫（１，２） 宮島（③）＋１ 本村（　③　）

大村（　２　）

渡邉（２，１）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

栗原（　③　) 宮口(　③　）

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

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

例会出席％　86.15　% 地区報告％　 92 . 31　%

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 23号

2013年 12月 21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 

みなさんこんばんは。本日はクリスマス家族例会
です。クリスマスはイエスキリストの降誕を祝う祭
といわれますが正教会でもユリウス暦を使うものは
1月 7日にクリスマスを祝います。ただし新約聖書
にもイエスの誕生日を特定している記述はなく、ク
リスマスはキリストの降誕を記念する祭日とされて
います。12月 25日の降誕祭は少なくとも345年に
は、始まっていたといわれています。キリスト教圏
ではクリスマスは家族と一緒に過ごしクリスマスツ
リーの下にプレゼントを置きます。プレゼントをお
くる気持ちである愛の日でもあります。クリスマス
ツリーは中世ドイツの神秘劇でアダムとイブの物語
を演じた際に使用された樹木に由来し、またクリス
マスツリーに飾り物をするのは19世紀以降のアメ
リカで始まったものです。

　
サンタクロースはキリスト教の聖人である奇蹟

者、聖ニコラウスの伝説が起源とされます。ある日
ニコラウスは、貧しさのあまり、三人の娘を嫁がせ
ることの出来ない家の存在を知ります。ニコラウス
は真夜中にその家を訪れ、屋根の上にある煙突から
金貨を投げ入れます。このとき暖炉には靴下が下げ
られていたため、金貨は靴下の中に入りました。金
貨のおかげで娘の身売りを避けられたという逸話が
残されています。このことが由来となり、「夜中に
煙突から家に入って、靴下の中にプレゼントを入れ
る」という、今日におけるサンタクロースの伝承が
生まれています。また、ニコラウスは学問の守護聖
人として崇められており、教会では聖人として列聖
されているため、「聖（セント）ニコラウス」とい
う呼称が使われ、これをオランダ語にすると「シン
タクラース」となります。17世紀アメリカに植民し
たオランダ人が「サンタクロース」と伝え、サンタ
クロースの語源になったようです。

キリスト教の中でもカトリックの影響の強いイタ
リア、ポーランド、フランス、スペインなどでは、
クリスマスは12月 25日に始まり、1月6日の公現
祭に終わります。子供達がプレゼントをもらうのは
1月 6日です。プレゼントをもらえるのはそれまで
の1年間に良い子だった子だけで、悪い子は石炭を
与えられたり木の枝で打たれる地域もあります。イ
ギリスではサンタクロースが12月 25日にプレゼン
トを持って来ます。アメリカでは、イギリス流のク
リスマスが一般的で、日本のクリスマスもアメリカ

流を受け継いでいます。アメリカでは、クリスマス
プレゼントを家族全員で交換し合う習慣がありま
す。外出するのは教会に行く時くらいで、家族で過
すのが一般的です。グリーンランドには国際サンタ
クロース協会が存在し、サンタクロースがいます。
皆さんのところにもサンタクロースが来るといいで
すね。以上会長挨拶とさせていただきます。
　

1月のプログラム

1月2日(木) 裁量休会

1072回 12:30

1月9日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男・年女の抱

負　午年会員他　理事会⑧

1073回 18:30

1月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　新年会　クラブ

管理運営委員会　夜間例会

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1071回 22名 17名 -   77.27%

1069回 21名 19名 1名   95.24%

●欠席者（5名）
伊縫文哉、宮口雅仁、重光　純、鈴木良則、
成田みちよ

●他クラブへの出席者
重光　純（12/16沼津柿田川RC、12/17沼津北RC） 
伊縫文哉（12/18長泉RC、12/19吉原RC）　

●ゲスト
1.後藤恵美子様：NPO法人ティンクル 理事長
2.後藤譲治様：NPO法人ティンクル
3.渡邉広和様：沼津特別支援学校
4.佐藤貴志様：沼津特別支援学校
5.松本英教様：加藤学園高等学校ＩＡＣ顧問教諭
6.嶋　卓様：加藤学園高等学校ＩＡＣ顧問教諭
7.西島拓斗様：加藤学園高等学校ＩＡＣ会長
8.後藤健太郎様：加藤学園高等学校ＩＡＣ幹事
9.北條真琴様：加藤学園高等学校ＩＡＣ生徒
10.大久保咲良様：加藤学園高等学校ＩＡＣ生徒

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

会報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1071例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クリスマス家族例会
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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.本村文一：本日は、クリスマス例会、楽しみましょ
う。
2.芹澤貞治：今年も1年無事過ぎました。2013-14年
度も残り半分となります。皆様の半年間の協力に感
謝いたします。
3.名古良輔：会長、幹事さん、前期御苦労さまでし
た。後半もよろしくお願いします。
4.久松　但：年一度のクリスマス例会、楽しくやり
ましょう。
5.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございます。
6.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。
7.宮島賢次：家族の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。
8.栗原侑男：入会記念日のお祝いありがとうございま
す。おかげさまで20年100%以上の出席達成しました。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更等

①沼津柿田川 RC
　01月 06日(月)例会変更　メーキャップ受付有り
　01月 13日(月)祝日休会
②富士宮RC
　12月 23日(月)祝日休会
　12月 30日(月)特別休会
③沼津 RC
　01月 03日(金)裁量休会　メーキャップ受付無し
　01月 24日(金)裁量休会　メーキャップ受付無し

2.連絡、報告事項

① 1月 16日(木)新年会　2月9日(日)地区大会の出
欠席を記入ください。
②次週、26日(木)と 1月 2日(木)は裁量休会です。
③次回 1月 9日(木)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。
④フィリピン中部地域大災害復旧義援金、23,000円
を送金しました。
⑤IMは沼津柿田川ロータリークラブとバスにて合同
で行きます。
⑥下原満知子君の所属がクラブ管理運営委員会とな
りました。
⑦志田ガバナーより、先週の公式訪問のお礼が届きま
した。

クリスマス家族例会

　
本年も多くのゲスト、家族の皆様をお迎えし盛大
にクリスマス家族例会が開かれました。ほんの一
部ですが、楽しさが伝わる写真を掲載します。

　開会の挨拶を久松但パスト会長

　　　　　　　　　
                    乾杯は尾島康夫君

      子供たちに大人気な２人のサンタクロース

　閉会の挨拶は芹澤和子クラブ管理運営委員長




