
例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
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　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp
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第 23巻 24号

2014年 1月 9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 

みなさんあけましておめでとうございます。

正月は本来各暦の年初のことで旧年が無事に終

わったことと新年をいわう行事であります。現在

は三が日と混同して使うことが多いのですが本来

は１月３１日までが正月です。ちなみに松の内は

現在は１月７日までです。

　一年の計は元旦にありという言葉がありますが、

これは戦国武将の毛利元就の言葉から由来すると

いいます。元就は元三の儀式を大切にしていたよ

うです。元三とは元旦のことであり年、月、日の

三つの元（はじめ）という意味でもあります。元

三日ともいい、のちには正月三が日の意味にも使

われるようになりました。元就は何事も最初が肝

心で元旦から朝寝坊して元旦の儀式をおろそかに

するようではいけないといったのです。だから、

一年の計画を元旦に立てるという意味ではないの

です。

　しかし一年の初めとして計画を立てるにはいい

時期です。そこで私は会長としての計画を立てま

した。以前から言ってますが、今期中にあと２人

（計５人）会員を増やしたい。みなさんどうぞご

協力をお願いします。あと寒くなってくると体調

の悪さがよりわかるようになり、腰を上げるとき

には自然に掛け声が出てしまうし、驚くことに老

眼を自覚するようになり、老化を感じています。

会長になってやっと半年たちました。あと半年の

デューティーを果たせるように今年は健康的に生

活をしようと思います。以上会長挨拶とさせてい

ただきます。

1月のプログラム

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

2月のプログラム

1076回 12:30
2月6日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC指導者講習
会報告　奉仕プロジェクト委員会

1077回 12:30
2月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
会長幹事他　理事会⑨

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

1072回 22名 21名 -   95.45%

1070回 22名 19名 1名   90.91%

●欠席者（1名）
伊縫文哉
●他クラブへの出席者
杉山真一（1/6　沼津柿田川RC)

●スマイル報告

1.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます。
2.名古良輔：新年、おめでとうございます。今年も
よろしくお願いします。
3.鈴木良則：新年、おめでとうございます。本年も、
宜しくお願いします。
4.久松　但：あけまして、おめでとうございます。
今年も、よろしくお願いします。
5.芹澤貞治：新年明けまして、お目出とうございま
す。本年も宜しくお願いします。
6.植松　正：新年明けまして、おめでとうございま
す。本年も宜しくお願いします。
7.栗原侑男：新年明けまして、おめでとうございま
す。
8.上野祥行：新年、明けまして、おめでとうござい
ます。本年も宜しくお願い致します。
9.渡邉亀一：本年も宜しく御願い致します。
10.土屋昌之：新年、あけましておめでとうござい
ます。本年も、よろしくお願いします。
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1072例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

年男・年女の抱負　午年会員他



　

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

11.井上武雄：おめでとう。
12.下原満知子：新年おめでとうございます。今年
もよろしくお願い致します。
13.芹澤和子：新年おめでとうございます。本年も
よろしくお願い致します
14.成田みちよ：明けまして、おめでとうございま
す。本年も、宜しくお願い申し上げます。
15.尾島康夫：新年あけまして、おめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いします。
16.宮島賢次：あけまして、おめでとうございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
17.重光　純：今年も、宜しくお願いします。
18.杉山真一：新年あけまして、おめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いします。
19.本村文一：あけまして、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
20.尾島康夫：所用につき、早退させていただきま
す。
21.成田みちよ：所用につき、早退させていただき
ます。
22.下原満知子：所用につき、早退させていただき
ます。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更
①吉原R.C
　1月23日(木)を26日(日)IMに振替え
　MUは11:30～12:30ホワイトパレスにて
②富士宮R.C
　1月31日(金)を26日(日)IMに振替え
③新富士R.C
　1月28日(火)を26日(日)IMに振替え

2.連絡、報告事項
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。
②次週は新年会です。
③1月30日の上期活動報告の原稿を次週16日までに
提出願います。
④本日17:00より、インターアクトの例会がありま
す。出席できる方はお願いします。
⑤2014年1月のロータリーレートは1ドル＝102円で
す。
⑥地区大会出席者は登録料6,000円でお願いします。
送金期限20日です。
⑦IMバスは沼津駅北口と原駅北側の二箇所になりま
す。

理事会報告

1, 報告事項

　 なし　
2, 協議事項
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　プログラム担当　久松　但君
　⇒承認
②地区大会の交通手段 　
　・各自電車で、費用はクラブ負担とする　⇒承認
③海外メーキャップ旅行の件　奉仕プロジェクト委員
長　栗原侑男君
　・参加者少数のため中止とする　⇒承認
④花見例会の件　クラブ管理運営委員長　芹澤和子君 
　・3月29日（土）17:00より参加者20名を想定し、東
京隅田川の屋形船を予約する

　なお、予算や交通手段等は別途協議　⇒承認
⑤2クラブ合同例会の件
　・会費8,000円とする　⇒　承認
⑥1079回例会　外部卓話謝礼の件
　・10,000円とする（クラブ管理運営委員会より） 
⇒　承認
⑦会員候補者推薦の件
　⇒承認
⑧千本浜清掃の日程の件　奉仕プロジェクト委員長 
栗原侑男君
　・5月18日（日）とする　⇒　承認
3, その他
　・クラブ管理運営委員会プログラム担当久松但君よ
り、インターアクト活動報告について、高校生　の都
合により3月20日（木）とし、夜間例会を昼間の例会に
時間変更したい旨の打診がありました。 

年男・年女の抱負　午年会員他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　年頭に当たり　　　　　　渡邉亀一君

　一昨年も年男の代理として正月早々卓話させて
頂きましたが、今年はその年男に当たりまして登
壇してまいりました。
　
　暦では、甲（きのえ）午（うま）の年です。私
には、60年に一度のよい年だそうです、しかし、
巷では八方塞ともいわれております。十干では甲
(こう)、乙(おつ)、丙(へい)、丁(てい)、戊(ぼ)、
己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)、
と言うように第一番に置かれています。古風な学
校では今でも「甲乙丙丁」といった評価を使って
いるそうです、甲種、又は甲種合格と言ったグ
レードの高い評価にも使われます。このように甲
の年は評価されているよい年であるという事のよ
うです。十二支の午も昔から神の乗り物として奈
良時代には、生きた馬を神社に奉納していたよう
です、それが、現在の絵馬につながってきた訳で
す。そのほかにも、馬の字を逆さに書いたひだり
馬と称した駒が御座いいます。馬は右から乗ると
つまずく習性があり、元来、左から乗るものなの
で、ひだり馬は、人生つまずく事なく過ごせると
いう事で、駒を飾り物にしたりしているようです。
　
　よい馬ばかりではありません、株式相場の格言
では、馬尻下がると申しまして十二支の中では一
番悪い格言といわれています。しかし、アノマ
リーです、

　中国の古代から伝わる易の中に、あたるも八卦
（はっけ）はずれるも八卦といわれることわざが
あります、八卦とは八種類の意味です。陽と陰の
三つの組み合わせが八つあるということです。あ
たったから、はずれたからといって落胆するなと
いう意味のようです。期待をしていて外れるとむ
なしく思うことになりますが、よい年だからと云
われて調子に乗り過ぎないように、左馬のように
足元をしっかり見極めて、つまずく事無く、そし
て、転ばぬ先の杖をしっかり持ってこの一年を歩
もうと思っております。　　

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

大村（　０　）

上野（　③　） 渡邉（　③　）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

栗原（　③　) 宮口(　２　）

名古(　③　) 成田（　０　) 尾島(　③　) 芹澤貞(　③ ） 芹澤和(　③　) 重光（１，２)

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

例会出席％　84 . 70　% 地区報告％　 90 . 77　%

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。



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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2014年 1月 16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。本日は新年会です。クラブ

管理運営委員会の皆様宜しくお願いします。

  新年会とは職場や仲間うちなどで、新年を祝って

開く宴会を言います。もともとは、皇居に１月５日

に「新年宴会」という名称で皇族や高官、外国使臣

などを招いて行われた儀式があったそうですが、現

在では廃止されています。現代では新年会は「一同

で新しい年を祝う」という意味だけでなく、励ます、

奮い立たせる、鼓舞するという目的での激励会や、

今年もよろしくお願いしますという親睦会的な意味

もあるほか、仲間うちでの懇親会を兼ねて行われる

こともあります。

  昨年は、皆様のご尽力で、わがロータリークラブ

にも3人の新しい仲間を迎えることができました。

人数がふえると楽しさも増します。下期も楽しい行

事が多くあります。今年も楽しい仲間探しをしまし

ょう。本日は新年を祝い、お互いの親交を深める会

にしましょう。以上会長挨拶とさせていただきます。

1月のプログラム

1074回 13:00
01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
01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

2月のプログラム

1076回 12:30 
02月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC指導者講習
会報告 奉仕プロジェクト委員会

1077回 12:30 
02月13日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
会長幹事他 理事会⑨ 

1078回 18:30 
02月17日(月) 

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　2 ｸﾗﾌﾞ合同例会 
曜日変更 移動例会

1079回 18:30 
02217日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
外部卓話 　　　　　鶴田龍聖様

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

1073回 22名 19名  - 86.36%

1071回 22名 17名  2名 86.36%

●欠席者　（3名）

伊縫文哉、成田みちよ、鈴木良則

●スマイル報告 

1.植松　正：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.田村治義：入会記念日のお祝いありがとうござい
ます。

3.田村治義：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
います。

4.本村文一：本日はクラブ管理運営委員会の皆様、
宜しくお願いします。

5.芹澤貞治：新年会、楽しみましょう。

　　　　　　　幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①御殿場R.C

　１月16日(木)　新年会

　1月23日(木)→25日(土)静岡第2分区IM

2.報告・連絡事項
13年8月に開催の福島県の子供達を静岡に招待する
「親子わくわくピクニック」に対する協力による。
①上期活動報告の原稿を本日中に提出して下さい。

②次週は23日→26日(日)に例会変更です。第3分区
IMとなります。

　 バスの時間・場所は下記になります。

　＊沼津駅北口　11:45

　＊原駅入口「農協」北側　12:00

尚、各自昼食は済ませて下さい。又、自家用車にて
行かれる方は、受付13:00～となります。

③2620地区ロータリーアクト年次大会において、感
謝状贈呈の案内状が届きました。(13年8月に開催の
福島県の子供達を静岡に招待する「親子わくわくピ
クニック」に対する協力による。

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1073例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

新     年     会



新　　年　　会　

　　　
　　　　　　　　開会の挨拶は
　　　　　　　　　　　宮島賢次パスト会長

　　　　　　　　　司会は尾島康夫君

　　　重光　純君による乾杯

　　　　　乾杯時の会場内の様子

　　新年会では恒例の長岡芸者のみなさん

　　　　　　　　　　　手に手つないで

　　　閉会の言葉は井上武雄パスト会長
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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 26号

2014年 1月 26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 　

　

  2013-2014年度のRI第 2620地区第3分区のIMが

富士宮西ロータリークラブをホストクラブとして開

催されました。

　今年のIMテーマは「笑って豊かな人生を」です。

会場はフォレストヒルズ、アシスタントガバナーは

片岡博昌さんです。会場前はとてもきれいな富士山

が見えて素晴らしい環境でした。

　13:30点鐘、実行委員長の開会の言葉、ホストク

ラブ会長の歓迎の言葉と続き、来賓では須藤富士宮

市長から歓迎の言葉と富士山の世界遺産センターが

富士宮に建設されることを聞きました。最後に次期

ホストクラブの新富士ロータリークラブ会長が挨拶

をされ、恙無く式典は終了しました。

　今年の講演者は、春雨や落雷（本名は安部正之）

さんという落語家であり整形外科医でロータリアン

でした。まず落語をされました。禁酒の約束をした

親子がそれを破ってしまういきさつを面白おかしく

語られました。

　そのあとで本職の安部正之医師に戻り、笑いは免

疫力を高め健康を増進するというテーマを豊富な知

識とデータに基づいて説明されました。そのなかで

こういう話がありました。余命 2年の末期上顎癌の

患者さんが宣告を受けた後にカラオケや自分の楽し

みのために日々過ごした結果、8年も健康に永らえ

ているという症例を提示しました。楽しいことをし

たり笑ったりすると幸せホルモンのβエンドル

フィンが分泌され NK細胞と結合して免疫力が高ま

るということでした。1日に日本人は23秒しか笑わ

ないといいます。言われてみればそうで、1日に1

回は作り笑いでもいいから笑いましょうということ

でした。

　そのあとに懇親会がありました。Mimiの BGMに食

べきれないほどの豊富な料理に地元のお酒。富士宮

西クラブの実行委員が参加者に料理が少ないといわ

れないように気をつけたと言っていました。これも

おもてなしの心ですね。富士宮西クラブ会員のやる

気と心意気が感じられた素晴らしいIMだったと思

います。参加された会員の皆様お疲れ様でした。

　　　　　　　1月のプログラム

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

　　　　　　　２月のプログラム

1076回 12:30

2月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC指導者講習会

報告　奉仕プロジェクト委員会

1077回 12:30 
2月13日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
会長幹事他 理事会⑨ 

1078回 18:30 
2月17日(月) 

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　2 ｸﾗﾌﾞ合同例会 
曜日変更 移動例会

1079回 12:30 
2月27日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
外部卓話 　　　　　鶴田龍聖様

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

1074回 22名 16名  -   72.73%

1072回 22名 21名 0名   95.45%

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1074例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

静岡第3分区IM 富士宮西RC
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●欠席者（６名）

久松　但、名古良輔、尾島康夫、下原満知子、

鈴木良則、土屋昌之

●他クラブへの出席者

鈴木良則、久松　但、宮島賢次(1/18 米山梅吉記念

館運営委員会)

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　①吉原R.C

2月13日(木)　18:30　夜間例会
MUは11:30-12:30　ホワイトパレス　フロントにて

2.連絡、報告事項

ありません。

静岡第3分区IM 富士宮西RC

　　　ＩＭ会場前で参加者全員で集合写真

　　片岡博昌アシスタントガバナーの挨拶

　細野芳男富士宮ＲＣ会長による歓迎の言葉

　　　　積　惟貞　パストガバナーの挨拶

　記念講演「お達者落語会」　春雨や雷蔵師匠

　　　　　アトラクション　Ｍｉｍｉ

　　　　　最後は手に手つないで

　　　　　会場から見た見事な富士山
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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 27号

2014年 1月 30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。1月26日はIMでした。

今日は、その時の講演で話された免疫についてお話
します。免疫学はこの30年間で著しく発達した学
問です。免疫とは「自己と非自己を認識して非自己
を排除する働き」、簡単に言えば細菌やウイルス、
がん細胞から体を守る仕組みです。免疫という言葉
が使われたのは紀元前5世紀のギリシャ・カルタゴ
戦争の記述に「二度なし」という言葉があります。
カルタゴ軍とシラクサ軍の戦争中にペストが大発生
し両軍とも大ダメージをうけカルタゴ軍は撤退しま
す。その8年後にまたカルタゴはシラクサに攻め入
り、またもペストが発生します。このとき8年前の
ペストで生き残ったシラクサ軍はほとんど無傷で
あったのに新編成のカルタゴ軍は大ダメージを受け
敗退しました。この時人類最初の「二度なし」が使
用されました。

さらに時代は進み中世でもペストが大発生しまし
た。当時、医療や介護にあたったキリスト教騎士団
も多くの犠牲者を出しましたが、その中で奇跡的に
助かったものは、以降ペスト患者と接しても倒れる
ことはなくこの「神のご加護」を得たものに対して
ローマ法王が課役や課税を免除したことからim-
munitasu（免除）という言葉が使われこれが今日の
immunity(免疫)の語源になっています。
　
それから数百年たち、牛痘に罹った乳絞りの女が
天然痘に感染しない事に気づいたイギリス医師ジェ
ンナーが牛痘の膿を子供に接種することで天然痘を
予防できることを発見したのは1798年でした。こ
れがワクチンの始まりで、1980年には天然痘を世界
から撲滅できました。ロータリーで力を入れている
ポリオの撲滅活動もこの恩恵に与っています。
　
次に免疫の仕組みはというと、免疫反応に関与す

るのは白血球で、リンパ球、単球、マクロファー
ジ、顆粒球、マスト細胞が含まれます。リンパ球
は、白血球の25～33％を占め、このうち獲得免疫に
寄与するのが B細胞とT細胞であり自然免疫に寄与
するのがナチュラルキラー（NK）細胞です。B細胞
は液性免疫という抗原を認識して抗体を産生しま
す。T細胞は細胞自身が直接免疫反応にかかわる細
胞性免疫という役割をします。T細胞はウイルス感
染細胞や腫瘍細胞を殺傷するキラーT細胞と B細胞
やマクロファージの活性化を助けるヘルパーT細胞
に分かれます。生まれながらの殺傷能力を持つ NK
細胞は B細胞やT細胞とは異なり抗原特異性を持た
ず、初対面の腫瘍細胞やウイルス感染細胞を殺傷す

ることができます。キラーT細胞とは全く異なるメ
カニズムで NK細胞は標的細胞を識別します。好中
球とマクロファージは代表的な貪食細胞です。

ウイルス感染を例に役割を示してみます。ウイル
スが進入するとパトロール中の好中球とマクロ
ファージに発見され戦闘になります。NK細胞も戦闘
に加わりますがウイルスは強く防戦一方です。マク
ロファージはウイルスのタイプを分析しヘルパーT
細胞に伝え援軍を求めます。ヘルパーT細胞はキ
ラーT細胞に攻撃命令を出し、B細胞には抗体とい
うミサイル製造指令を出します。キラーT細胞はウ
イルスに感染した細胞を破壊し、B細胞は抗体ミサ
イルを発射し NK細胞やキラーT細胞によって破壊さ
れた細胞から出てきたウイルスを攻撃し増殖を抑え
ます。こうして免疫反応が終了します。がん細胞の
場合は最初に気づくのはマクロファージで、その情
報をヘルパーT細胞に伝えキラーT細胞に伝え攻撃
させます。また NK細胞はがん細胞を見つけては時
間的余裕を与えずに単独に攻撃します。がん細胞は
1日に5000個くらい発生するといわれますがこのよ
うにして癌発生が防がれています。免疫を高めるこ
とはこの機能を保持するためにとても必要なことで
す。楽しいことやﾘﾗｯｸｽしたり笑うことは NK細胞活
性を高めるといわれます。笑って病気から身を守り
ましょう。以上会長挨拶とさせていただきます。
　

　　　　　　　２月のプログラム

1076回 12:30
2月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC指導者講習会
報告　奉仕プロジェクト委員会

1077回 12:30 
2月13日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
会長幹事他 理事会⑨ 

1078回 18:30 
2月17日(月) 

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　2 ｸﾗﾌﾞ合同例会 
曜日変更 移動例会

1079回 12:30 
2月27日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
外部卓話 　　　　　鶴田龍聖様

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

1075回 22名 20名  -   90.91%

1073回 22名 19名 2名   95.45%

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1075例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会④ 上期活動報告
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●欠席者（２名）

名古良輔、尾島康夫

●他クラブへの出席者

伊縫文哉（1/29　長泉RC）

●スマイル報告

1.伊縫文哉：誕生日のお祝いありがとうございます。
入会記念日のお祝いありがとうございます。
2.本村文一：IMご参加ありがとうございました。本
日は、上期報告、宜しくお願いします。
3.宮口雅仁：ポールハリスフェロー、ベネファク
ター頂き、ありがとうございます。
4.渡邉亀一：ベネファクター、ありがとうございま
した。
5.鈴木良則：例会を2回欠席し、ご迷惑をかけまし
た。
6.下原満知子：所用につき、早退させていただきま
す。
7.成田みちよ：所用につき、早退させていただきま
す。
8.地区大会参加者：地区大会集金の余りをスマイル
します。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①沼津柿田川R.C
　2月10日(月)　例会変更(MU受付有り)
　2月17日(月)   〃　　 (　　〃　　　)　

2.連絡、報告事項
①地区大会　2月9日(日)の電車
・場所：ホテルセンチュリー静岡にて　
・9:30受付　10:00本会議
　三島 --- 沼津 --- 片浜 ---- 原 ---- 静岡
　8:00 --- 8:08 --- 8:12 --- 8:15 --- 9:02
　8:19 --- 8:26 --- 8:30 --- 8:33 --- 9:20
　8:34 --- 8:42 --- 8:46 --- 8:49 --- 9:36
　 
　　　　　　　　　　　　　　　

クラブ協議会 上期活動報告

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　幹事　芹澤　貞治
　
　
　クラブ管理運営委員会、芹澤委員長より上期の報
告が順じあり、各委員会が下期に続く活発な活動が
なされている事と感じさせられた。
　
　特筆すべきは、会員増強が会員の努力もあり、近
年になく、３名の純増が成された事であり、これに
より、クラブの雰囲気も少し変わってきた事が感じ
られる。残り半年、会長の望みでもある、年度内、
会員数 25名を達成する様に増強委員会のみならず、
会員一同で頑張りたいと思う。
　
　そして、奉仕プロジェクト委員会の皆様の外に向
けての奉仕には頭が下がる。多くの奉仕が確実に実
行され、広報等でクラブの存在を広める事に繋がっ
たと思われる。
　
　活動報告を一人の会員がいくつも発表する事もあ
るが、会員が増え、次年度からはそれもなくなると
思う。下期、そして次年度に向けての継続的な奉仕
が多かった事を会員皆様に感謝致します。

　　

　　　　本村文一会長・芹澤貞治幹事

　

　　　　　

　　　　　　　会場内の様子




