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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 32号
2014年 3月 6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 　

　今ウクライナで世界的危機が起こっています。

政治クーデターが起こり、ロシアが介入して一触

即発の危機となっています。

　ウクライナでは紀元前10世紀頃から遊牧民が

住み着き、紀元前8世紀には騎馬民族のスキタイ

人が国家をつくり、様々な民族が興亡を繰り返し

ました。8世紀になりルーシという国が誕生しキ

エフが首都となりました。このキエフルーシ（キ

エフ大公国）は11世紀に最盛期を迎え欧州最大

の国家となりますが、その後モンゴル帝国に占領

されバラバラになります。

　17世紀にコサック国家が誕生しますがまもなく

ドニエプル川の東と西で分断されロシアとポーラ

ンドに支配されます。1922年にロシア、ベラルー

シと共にソビエト連邦を結成し1954年にはロシ

アからクリミア半島がウクライナへ移管されまし

た。1991年ソ連崩壊に伴って念願の独立国家とな

りました。

　2004年オレンジ革命が起きユシチェンコが大統

領に就任し、その後美しすぎる政治家として有名

なティモシェンコが一時内閣をつくりますが2010

年ヤヌコービッチに大統領選で負け、ウクライナ

は再び親露派に率いられることになります。しか

しヤヌコービッチ大統領が2013年ＥＵとの政

治・貿易協定を見送ったことで、親欧州派の野党

勢力などによる反政府運動が勃発し、2014年 2月

22日にヤヌコービッチ大統領は解任決議を受けク

リミア半島に逃亡します。

　クリミア半島は人口の約 60％をロシア人が占め

3分の 1がロシアへの帰属を希望しているようで

す。それに乗じてロシアは武装部隊を展開させて

おり、アメリカやヨーロッパの国々から強い非難

を浴びています。ウクライナは黒土地帯と呼ばれ

るヨーロッパの穀倉で、石炭や鉄鉱石の産地でも

あり常に隣国から狙われ占領、従属の歴史を繰り

返しやっと独立国家となりました。

　一概には言えませんが国を長く分断されていた

ため東と西でその国民意識にはとても違いがある

感じがします。例えば東部は親露、西部は親欧州、

当然東部から出る政治家は親露で西部は親欧州と

いうように大統領選はいつも国家を2分した選挙

になります。しかし独立国家の問題はいかなる時

も他国に干渉されるべきでないと思います。ロシ

アにとっても旧ソ連国家から他に眼を向けること

が自国の発展の鍵と思われます。早期の平和的解

決がなされるように祈っています。

　　　　　　　３月のプログラム

1081回 12:30 
3月13日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　沼津
市教育長　工藤達朗様　理事会⑩

1082回 12:30 
3月20日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアクト
クラブ活動報告　加藤学園高校IAC

1083回 17:00 
3月29日(土) 

浅草橋三浦屋　花見例会 ｸﾗﾌﾞ管理
運営員会 曜日変更 移動･夜間例会 

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 名古良輔

◆◆第1080例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

イニシエーションスピーチ　下原満知子君
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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24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1080回 23名 22名 -   95.65%

1078回 23名 18名 4 名   95.65%

●欠席者（1 名）

　成田みちよ

●他クラブへの出席者

　伊縫文哉(2/20 加藤学園インターアクトクラブ

例会)

●スマイル報告

1.植松　正：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

2.芹澤和子：誕生日のお祝いありがとうございま
す。

3.本村文一：下原さん、イニシエーションスピー
チ、よろしくお願いします。

4.芹澤和子：下原満知子様、イニシエーションス
ピーチ宜しくお願いします。

5.上野祥行：3月2日に献血40回目に行って来まし
た。

6.鈴木良則：3月20日は欠席させて頂きます。

7.尾島康夫：所用により、途中退席します。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮R.C

　3月21日（金）　祝日休会

　3月28日（金）　花見例会

2.連絡、報告事項

①次回は理事会があります。理事の方は出席、協

議資料の提出をお願いします。

②3月のロータリーレートは1ドル＝102円です。

イニシエーションスピーチ

　　　　下原満知子君

　皆様こんにちは、この度、平成25年 12月に沼

津西ロータリークラブに入会させていただきまし

た下原満知子でございます。30年来の友人である

芹澤さんからの紹介を受け入会させていただきま

した。本日は大変緊張しておりますが、よろしく

お願い申し上げます。

　さて私の履歴ですが、昭和 25年、神奈川県箱

根町元箱根の芦ノ湖のそばで物産店の次女として

生まれました。昭和 56年に主人と二人で株式会

社下電工を設立しました。その後昭和 63年に下

電工関連事業として、株式会社トスコを神奈川県

で設立し、代表取締役に就任致しました。

　30年代全般の代表者としての業務は、なかなか

厳しいものでした。その中さまざまの人に助けて

いただき、なんとか続けられたと思います。その

後平成21年にトスコ代表取締役を長男に交代し、

現在に至ります。下電工は建設と電気工事、トス

コは警備保障の事業を行っております。

　これからは、ロータリー活動の中で仕事と共に

成長していく所存ですので皆様よろしくお願い致

します。

編　集　後　記

　

　お時間をいただいてガバナー補佐指名委員会委

員長としてお話をさせていただきました。2015-

2016 年度は、我がクラブの創立 25 周年と静岡

第三分区ガバナー補佐を同時に勤めなければなり

ません。従って例年の会長・幹事のみならず、25 

周年記念式典実行委員長、ガバナー補佐、さらに 

IM 実行委員長という大役も必要です。

　これを、「盆と正月が一緒に来たよう 」と捉

えるか、それとも「泣きっ面に蜂 」と捉えるか

は、私達の気持ち次第です。

　幸い本村会長を中心にした努力の甲斐があり、

多くの新しい会員が入会してくれました。私達の

クラブがさらに一段成長して 26 年目をスタート

できたら素晴らしいと願っていますが、それには

日本人初の国際宇宙ステーション船長　若田光一

さんのテーマでもある、「和」が一番のキーワー

ドになるのでしょうか。

　　　　　　　　　　　（編集担当　名古良輔）
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本村文一 会長 　

　　みなさんこんにちは。3月は識字率向上月間で

す。識字とは文字を読み書きし理解できることを言

います。文字を読み書きできないことを非識字とい

い、本人に多くの不利益を与え国や地域の発展にと

っても不利益になると考えられています。識字率は

、文字の読み書きができる人の割合をさすもので、

ユネスコは、「15才以上の人口に対する日常生活の

簡単な内容についての読み書きができる人口の割合

」としています。また識字率は基礎教育の浸透状況

を測る指針として広く使われています。識字率は向

上してきましたが今でも8億9700万人(世界の8人に1

人)が読み書きできません。識字率向上は1986年以

来、国際ロータリーの強調事項です。地域社会で、

読み書きを向上させるプロジェクトを支援します。

地域の識字水準がその地域の生活水準に直結すると

いう観点から、この月間中に読み書き、計算のでき

ない人たちを援助するために、識字率向上に取り組

んでいます。ユネスコによれば、非識字の人々の3

分の2は女性です。成人、そして子どもに向けて､読

書のプログラムを企画することや学校に本を寄贈す

ることや地元の図書館を援助することが要請されて

います。

　ロータリアンが世界で教育の改善に取り組んでい

る例をあげます。

　バハマ諸島にあるNassau Sunrise ロータリーク

ラブでは、地元の幼稚園で毎週、読書の時間を設け

、クラブ会員が子供たちに本を読んで聞かせていま

す。またカンボジアのプノンペン・ロータリークラ

ブは、この国の僻村で活躍する移動図書館に対する

資金援助を求めています。

　そんな中、日本の早稲田、慶応の大学生を中心と

した学生グループが世界中の学生を対象としたアイ

デアコンペのFuture  Lions賞を受賞しました。そ

れは「Awaken by Amazon 」というタイトルでイン

ドの識字率をAmazonを通じて解決させようというア

イデアです。

　それによればインドは3億人の人が非識字です。

その原因に本が少ないということがあります。先進

国にはいつ読むかわからない本がたくさんあります

。先進国の人がAmazonで買い物をし、その箱に今度

は要らない本を入れて発送すると引き換えに電子書

籍のデータが届きます。本棚は整理され電子書籍で

いつでも読むことができます。贈った本はAmazonの

ステッカーを貼りインドの寺院や図書館に送られイ

ンドの子供たちは無料で本を読むことができ、識字

率を向上させAmazonは本の代名詞になるでしょう。

いいアイデアと思いませんか？以上会長挨拶とさせ

ていただきます。

　　　　　　　３月のプログラム

1082回 12:30 
3月20日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアクト
クラブ活動報告　加藤学園高校IAC

1083回 17:00 
3月29日(土) 

浅草橋三浦屋　花見例会 ｸﾗﾌﾞ管理
運営員会 曜日変更 移動･夜間例会 

　　　　　　　4月のプログラム

1084回 12:30 
4月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告　次年
度会長・幹事

1085回 12:30 
4月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤クラブ広報委員会　理事会⑪

1086回 18:30 
4月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 
次年度会長幹事他　夜間例会

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 名古良輔

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

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

● クラブテーマ ●

   ロータリーで魅力的で豊かな人生を

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

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話　沼津市教育長　工藤達朗様

2013～2014年度

第 23巻33号

2014年3月13日

◆◆第1081例会　会長挨拶◆◆
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クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1081回 24名 19名 -   79.17%

1079回 24名 22名 0 名   91.67%

●ゲスト（2名）

1.工藤達朗様：沼津市教育長　

2.安室伸哉様：沼津教育委員会教育企画室

●ビジター（1名）

1.岩崎逸三様：沼津北RC

●欠席者（5名）

　頴川　ゆう子、久松　但、伊縫文哉、尾島康夫

、重光　純、　　

●他クラブへの出席者

重光　純（3/10　沼津柿田川RC）

頴川ゆう子(3/12　名古屋東南RC）　

●スマイル報告

1.本村文一：工藤教育長、本日は、卓話をよろし
くお願いいたします。

2.鈴木良則：明日、米山梅吉記念館にて館報の発
行作業に参加します。

3.成田みちよ：所用につき、早退させていただき
ます。

4.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.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

願い致します。

②次週は第3週ですが、加藤学園I.A.Cの活動報告

で昼間の例会になります。

また、エコキャップがありましたら持って来てく

ださい。

理事会報告

1.報告事項

　第3分区より会長･幹事、会員増強･維持委員会

会議の案内が届きました。

　4月5日(土)ホワイトパレスにて（会費なし） 

2.協議事項

①4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第1087回例会　沼津特別支援学校校内見学の件 

奉仕プロジェクト委員長　栗原侑男君 　

　・委員会案の通り　⇒承認

　日時：平成26年4月24日（木）12:30～13:30

　目的：学校訪問（昼食終了後、校内見学）

　例会場所：会議室

　昼食：奉仕プロジェクト委員会にて手配

　謝礼：10,000円

③3月29日花見例会のゲスト等の会費の件　クラ

ブ管理運営委員長　芹澤和子君　

　・ゲスト10千円、中学生8千円、小学生6千円と

する　⇒承認

④PETS登録料の件　次年度会長　芹澤和子君　

　・クラブ運営規定通り登録料･宿泊費等を支給

する　⇒承認

⑤地区協議会の件

　・交通手段は大型バスとし、費用（114,600円

）は柿田川RCと人数割で案分する　⇒承認

⑥友人同伴例会の件　会員増強･維持委員長　宮

口雅仁君　

　・委員会案の通り　⇒承認

　日時　4月10日(木)プログラム　クラブフォー

ラム（クラブ広報委員会担当）

　昼食代9,000円（@1,800円×5名予定）は会員増

強維持委員会より支出

　⇒承認

卓話

　　　 工藤達朗様 

　本日は、県内初となる新築の施設一体型小中一

貫校として、4月に開校する静浦小学校について

お話いたします。

　9年間の一貫した指導を行う学校として、学校

教育目標を「大きな志を抱き挑戦し続ける人づく
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り」といたしました。。社会のために役立とうと

いう「大きな志」を実現させるために、知・徳・

体を自ら進んで伸ばしていく子どもを育てること

が本校の使命であります。この理念を「志学（学

を志す）」の二文字に込めて校訓といたしました

。また、「志」の文字を使って。1～4年を初志部

、5～７年を立志部、8・9年を大志部と名付け

、4-3-2の3段階の区切りとしております。この「

大きな志」を一人一人の子どもが実現させていく

ためには学力向上が重要であるため、一貫学校で

は、主に三つの取組で学力保証を図ってまいりま

す。

　一つ目は、9年間の一貫した学習指導で、授業

に関する詳細な指導指針である「教科シラバス」

を作成し、指導方法や共通指導内容、家庭学習の

方法に一貫性を持たせます。この「教科シラバス

」に基づき、教科担任による授業を1年生から段

階的に導入して9年間の学習内容を確実に積み重

ね、学力向上を図ってまいります。

　二つ目は、テストと通知表を活用した学力の定

着指導で、1年生の段階から定期テストと実力テ

ストを実施し、通知表に評価・評定を記載するこ

とといたします。これにより、定着が不十分な学

習内容については、放課後や長期休業中の補充学

習を行い、学力の確実な定着を図ってまいります

。

　三つ目は、9年間で重複する行事を統合し、新

たに生み出した時間を授業に充て、算数・数学・

英語の授業時間数を国の標準より、10%増やし。

個々の子どもに対応したきめ細かな指導を行って

まいります。

　これからの、小中一貫学校の取組を市内他校に

広めるための研修を積極的に行うとともに、市内

全小中学校におきましても、4月から新たに「学

力保証プログラム事業」を実施し、学力向上を図

ってまいります。この事業は、各校の学習指導が

適切に行われているかを学力調査で評価して改善

に生かす「学習指導改善調査実施事業」、学力向

上のためのテーマを学校が選択して研究に取り組

む「研究指定学校事業」、放課後や長期休業中に

学習支援員によるきめ細やかな学習支援を行う「

確かな学力育成事業」の三つから構成されており

ます。

　変化の激しい社会において、時代の潮流を読み

、常に子どもたちのために何が必要かを考えてい

く事が大変重要であります。その積み重ねにより

全国に誇れる沼津独自の教育施策ができあがった

ものであります。

編集後記

　3月16日の日曜日に川崎に出かけ、「第1回多摩
川・春らんRUNマラソン」に出場しました。ハー
フの部です。前日母を見舞ってから、新子安のビ
ジネスホテルに投宿、翌日会場に向かいました。
前日の夕食はいつも気を使います。炭水化物を主
体に消化に悪いものは避けます。せっかく出かけ
ても、節制しなければいけないのが、ちょっとつ
らいところです。

　新子安駅からは南武線で鹿島田駅という目的駅
まで10分足らず。駅から会場の多摩川古市場陸上
競技場までは歩いて15分ほどでした。競技場とい
うのでスタジアムがあるのかと思っていたら、待
っていたのは単なる多摩川沿いの河川敷でした。
グランドが同じように荒川の河川敷にあった中学
時代を懐かしく思い出しました。

　親子で走る部門、駅伝部門など様々な部門に多
くの人々が参加していました。会場へ向かう道す
がら知り合った青年とゴール後に色々話すことが
出来ました。ちょうど息子と同じような年頃。希
望の試験に合格し、4月からは社会人としての新
生活が待っているようです。寡黙な芯の強そうな
青年でした。

　こんな時、女性と知り合うことができないのが
、残念ながら気の弱い私の昔からの弱点です。
　　　
　　　　　　　　　　　　　（文責　名古良輔）

頴川（　２　） 久松（　④　） 井上（　④　） 伊縫（１，２） 宮島（３、１）

大村（　２　）

上野（④）＋１ 渡邉（３，１）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

栗原（④)+３ 宮口(　④　）

本村（④）+１ 名古(　④　) 成田（　２　) 尾島(　④　) 芹澤貞(④）+１ 芹澤和(④)+１

重光（３，１) 下原(　３　) 杉山(④)＋３ 鈴木博(④）＋１ 鈴木良(３）＋１ 田村(④)＋１ 土屋(　④　)

植松(④)＋１

例会出席％　89 . 13　% 地区報告％　 95 . 65　%

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 34号

2014年 3月 20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。一昨日春一番が吹きまし

た。去年より17日遅いようです。桜も各地で開

花のたよりが聞こえいよいよ春になってきました。

そして明日は春分の日です。春分の日とは春分が

起こる日です。春分とは二十四節気の第4。昼と

夜の長さが等しくなるといわれますが実際は昼の

ほうが長いようです。定気法によると太陽が春分

点を通過した瞬間すなわち太陽黄径が0度となっ

た時で3月 21日頃、恒気法では冬至から4分の1

年（約91.31日）後で3月23日頃とされています。

春分の日は国民の祝日に関する法律によるとその

意味は自然をたたえ生物をいつくしむという意味

があるようです。

　そんな春なのに、世界では第3次世界大戦の引

き金にもなりかねないクリミアのロシア編入があ

りました。しかし主権独立国家がこうも堂々と切

り取られてしまうことがあっていいものでしょう

か？確かにクリミアはロシア人が多く住民投票の

結果といわれれば仕方ないかもしれませんが、こ

うも簡単に許されるとロシア人が多いウクライナ

東部でも同様な事が起こった場合、ウクライナは

完全に分裂国家となってしまいます。その際はウ

クライナ政府も黙ってはおらず軍事衝突になると

思われます。それは避けなければなりません。ロ

シアに絶対な非があることは確実ですが、ウクラ

イナにも責任は十分あります。

　私腹を肥やす大統領は論外ですが、経済破綻す

るようなウクライナでは国民が魅力を持つことは

できず、豊かなウクライナを実現していればこん

なことにはならなかったと思えます。それに気づ

いたアメリカは経済支援を発表しています。しか

し欧米を頼ったウクライナに対して欧米ができる

ロシアへの制裁は限られたものになりそうです。

その原因はクリミア住民がロシア帰属を望んだこ

と、ロシアが経済相手国として無視できないほど

大きいこと、またさらなるロシアの軍事的な実力

行使をおそれてのことだと思います。

　日本にとっても例外ではなく北方領土交渉を控

え、近年まれに見るロシアとの親交度が増してい

る日本にとって制裁は文字通り精彩に欠くもので

した。この結果、世界の経済は数年後退してしま

うでしょう。早くの平和的幕引きを願います。以

上会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　３月のプログラム

1083回 17:00 
3月29日(土) 

浅草橋三浦屋　花見例会 ｸﾗﾌﾞ管理
運営員会 曜日変更 移動･夜間例会 

　　　　　　　4月のプログラム

1084回 12:30 
4月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告　次年
度会長・幹事

1085回 12:30 
4月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤クラブ広報委員会　理事会⑪

1086回 18:30 
4月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 
次年度会長幹事他　夜間例会

1087回12:30
4月24日(木)

沼津特別支援学校 
奉仕プロジェクト委員会 移動例会 

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 名古良輔

◆◆第1082例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

インターアクトクラブ活動報告　加藤学園高校IAC 
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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24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1082 回 23名 14名 -   60.87%

1080 回 23名 22名 0 名   95.65%

●欠席者（ 9 名）

　頴川ゆう子、伊縫文哉、名古良輔、尾島康夫、 

　下原満知子、鈴木良則、芹澤和子、重光　純、 

　成田みちよ　

●他クラブへの出席者

　久松　但（3/14　沼津RC)

　鈴木良則（3/15　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.本村文一：加藤学園インターアクトクラブの皆

　様、本日は、よろしくお願いいたします。

2.芹澤貞治：インターアクトの皆様、報告、楽し

　みにしております。

3.2クラブ合同例会の返金額のうち、2,000円をス

　マイルにさせて頂きます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①長泉ロータリークラブ

　4月02日(水)→4日(金) 観桜会(2日(水)はメ

　ーキャップあります)

　4月23日(水)　早朝例会 記念館清掃(12:00～

　13:00のメーキャップの受付は無し)

　4月30日(水)　特別裁量休会(メーキャップ

　受付有)

②吉原ロータリークラブ

　4月10日(木)　祝寿の会　於：熱海後楽園ホ

　テル　18:00～

　5月01日(木) 　特別休会　メーキャップは

　11:30～12:30　ﾎﾜｲﾄパレス受付にて

2.連絡、報告事項

①次回は理事会があります。理事の方は出席、協 

　議資料の提出をお願いします。

②3月のロータリーレートは1ドル＝102円です。

インターアクトクラブ活動報告

　加藤学園高等学校イン

ターアクトクラブは現在

部員約30名で活動してい

ます。例会は基本的に毎

月第一木曜日に、スポン

サークラブである沼津西ロータリークラブの方を

お招きして開催しています。例会では、今後の活

動についての話し合いや、さまざまなボランティ

ア活動に参加している部員・OB の活動報告を聞

く機会を設けています。

　年間を通じての活動としてはエコキャップの回

収を行っています。各クラスから回収し全て洗っ

て乾かすという地道な作業ですが楽しく行い、こ

れまで約12万個を超えるキャップを回収し、ポ

リオワクチンの普及に貢献しています。

　平成 25年度のこれまでの主な活動としては次

のようなものがあります。

　4月の1学期始業式に東日本大震災の被災地の

方をお招きし、被災地の状況や被災者の方々の生

活に関するお話を伺いました。テレビ等の報道で

は知ることのできない被災地の真の姿を被災者の

方のお話やスライドを通じて知ることができまし

た。

　また日本盲導犬協会から依頼された盲導犬育成

のための募金活動を5月・11月・3月にそれぞれ

行い、多くの皆様のご協力をいただくことができ

ました。あわせて富士宮市の訓練施設も定期的に

見学させていただいており、また今年の春に見学

を予定しております。

　8月最後の日曜日には、静岡第一テレビから24

時間テレビの募金活動を４年連続で依頼され、今

年度は JA なんすん本店前にて募金活動を実施し

ました。

　そしてクラブのライフワークともいうべき活動

として、ベトナムへの物資支援を行っています。

暁野祭の展示でもベトナム枯葉剤被害に関する写

真の公開を行い、少しでも多くの人に理解と協力

を呼び掛けています。

　このようなその時々に応じたボランティアを、

今後もコツコツと続けていきたいと考えています。
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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 35号

2014年 3月 29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。今日は花見例会です。隅

田川の川くだりを楽しみながら一時をお過ごしい

ただきたいと思います。

　花見とは主に桜の花を観賞し、春の訪れを寿ぐ

日本独自の風習です。桜の花は一斉に咲き、競い

わずか2週間足らずで散るため、日本人の季節感

を形成する重要な風物となっています。可憐な花

の美しさが開花期間の短さ、散り際の豪華さによ

りいっそう印象づけられ、しばしば人の命の儚さ

になぞらえられます。そのため古来から、桜は人

を狂わせるといわれています。花見の起源は奈良

時代の貴族の行事が起原といわれますが、定着し

たのは江戸時代のようです。最も有名なのは、天

海大僧正が植えた寛永寺の桜です。その後、徳川

吉宗が浅草（墨田川堤）や飛鳥山に桜を植えさせ

庶民に行楽を奨励し、現在の花見に近い形となり

ました。

　この隅田川といえば連想されるのは、♪春のう

ららの～で始まる「花」という曲です。この作者

は瀧廉太郎です。瀧は音楽の教科書でも荒城の月

などで知られる音楽家ですが、東京の現在の西新

橋に1879年に生まれました。瀧家は江戸時代豊

後の国日出（ひじ）藩の家老職を務めた上級武士

の家柄です。父の吉弘は大蔵省から内務省に転じ、

大久保利通や伊藤博文のもとで内務官僚として勤

めた後、地方官として転々とします。瀧は15歳

の時東京音楽学校（現在の東京藝術大学）に入学

し、ピアノと作曲でめきめきと才能を伸ばしてい

きます。明治時代は翻訳唱歌が多くできましたが、

むりやり日本語訳をはめ込んだものが多く、日本

人作曲家のオリジナルの歌が望まれていました。

瀧は最も早くその要望に応えた作曲家でした。代

表作の荒城の月は、箱根八里と並んで中学唱歌と

なりました。荒城の月はベルギーで賛美歌になっ

たようです。瀧は1901年ドイツのライプツィヒ

音楽院に留学しますが、わずか2ヵ月後に結核を

発病し1年で帰国、父の故郷である大分県で療養

し1903年に 23歳という若さで亡くなります。瀧

の生涯は桜の花の儚さにも似て華やかで、物悲し

いものであります。彼がかつて見た桜を眺め不世

出の大音楽家を偲びながら、また花見の風習のあ

る日本人に生まれたことを喜び楽しみたいと思い

ます。以上会長挨拶とさせていただきます。

　

　　　　　　　4月のプログラム

1084回 12:30 
4月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告　次年
度会長・幹事

1085回 12:30 
4月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤クラブ広報委員会　理事会⑪

1086回 18:30 
4月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 
次年度会長幹事他　夜間例会

1087回12:30
4月24日(木)

沼津特別支援学校 
奉仕プロジェクト委員会 移動例会 

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1083 回 23名 14名 -   60.87%

1081 回 24名 19名 3 名   91.67%

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 名古良輔

◆◆第1083例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

浅草橋　花見例会  



　

皆さん、まずは記念写真です。　　　　　　　　　　　　会長挨拶でスタートです。

OBの土佐さんも来て下さいました。　　　　　　　　　スカイツリーをバックにして。
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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

●欠席者（ 9 名）

　久松　但、伊縫文哉、宮島賢次、成田みちよ、

　宮口雅仁、重光　純、鈴木良則、田村治義

　渡邉亀一　

●他クラブへの出席者

　宮島賢次、田村治義、鈴木博行(3/25　沼津北

　RC)  久松　但（3/28　名古屋みなとRC）

　名古良輔（3/28　eCLUB ONE）

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①新富士ロータリークラブ

　4月12日(土)-13日(日)の創立記念旅行例会を　

　5/17(土)-18(日)に変更

　4月15日(火)　夜間音楽会　18:30点鐘

　4月29日(火)　法定休日

②富士ロータリークラブ

　4月02日(水)　花見例会　岩本山

　4月09日(水)  50周年慰労会　18:30　点鐘

　5月14日(水)　宿泊例会　伊豆長岡

　メーキャップは11:30-12:30　ホテルグランド

　富士フロント

2.連絡、報告事項

　特になし

お花見例会の様子

　初めての試みとして隅田川で屋形船に乗り

花見を楽しみました。 天候にも恵まれ、沢山

の方が参加され楽しい花見例会となりました。

あと一週間遅ければ満開だったようですが、

十分素晴らしさを堪能出来ました。準備して

下った皆さんに感謝です。




