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本村文一 会長 　

　みなさんこんにちは。いよいよ5月になりました。

5月は皐月ともいい、田植えをする月の早苗月とい

っていたものが短くなったものです。「サ」という

言葉自体で田植えの意味があるので「さつき」だけ

で「田植えの月」になるとする説もあるようです。

　5月は7月とともにロータリー特別月間のない月で

す。7月は一時期、識字率向上月間になっていた時

期もありますので5月だけでしょう。どうやら5月は

次期活動計画を準備するための月のようです。クラ

ブによってはボランティアー月間としているところ

もあるようで西クラブも5月18日に千本浜清掃が予

定されています。

　先週アメリカのオバマ大統領が国賓として来日さ

れました。今回の訪日の目的は親善をはかるのは勿

論ですが、その核心はＴＰＰ問題でしょう。ＴＰＰ

とは環太平洋地域による経済連携協定（ＥＰＡ）の

意味です。正式名称はTrans-Pacific 

Partnership、別名を環太平洋戦略的経済連携協定

（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement）といいます。この呼び方のほうが内容

に即していますか。ＴＰＰは、2006年5月にシンガ

ポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイの4カ

国で結ばれた自由貿易協定でアメリカ、オーストラ

リア、ペルー、ベトナム、マレーシアが参加を表明

し日本もアベノミクスを進める安倍首相が「聖域な

き関税撤廃が前提でないことが明確になった」とし

てＴＰＰ参加を表明しました。

　

　ＴＰＰのメリットには関税撤廃により大手製造業

にとっては輸出額が増えます。デメリットについて

は関税の撤廃によりアメリカなどから安い農作物が

流入し日本の農業に大きなダメージを与え、食品添

加物や、遺伝子組み換え食品、残留農薬などの規制

緩和により食の安全が脅かされることが危惧されて

います。

　

　首脳会談は国益と国益がぶつかる場所であり、時

として熾烈を極めることがありますが、前日にオバ

マ大統領と安倍首相が銀座のすし店「すきやばし次

郎」で会食した時もＴＰＰについて相当議論があっ

たようで途中で安倍首相は甘利大臣に電話を入れ、

未明まで協議を続けるように指示したほどです。今

回は安倍首相にとってはアメリカからの「尖閣諸島

は日米安全保障条約の適用対象」という文言の入っ

た共同声明が目標でした。しかし首脳会談後の共同

声明は一度見送られ、今回は、共同声明がないこと

も覚悟されました。しかし出発間際に共同声明は発

表されました。おそらくかなりの点でＴＰＰも合意

はされたと思いますが、どんな結果を我々の生活に

もたらすか心配でもあり、期待でもあります。以上

会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　5月のプログラム

1089回 12:30 
5月08日(木)

クラブフォーラム⑤
クラブ広報委員会　理事会⑫

1090回 18:30 
5月15日(木)

会員卓話　宮島賢次君

1091回 12:30 
5月22日(木)

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ期末訪問　
片岡博昌ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

1092回 12:30 
5月29日(木)

イニシエーションスピーチ　
頴川ゆう子君

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

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　■■

会員卓話　名古良輔君
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クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1088回 24名 22名 -   90.91%

1086回 23名 18名 3   91.30%

●欠席者（2名）

　成田みちよ、頴川ゆう子

●他クラブへの出席者

　久松　但、鈴木良則、宮島賢次（4/26 米山梅吉

記念館春季例祭）、名古良輔（4/28 eClub One） 

●スマイル報告

1.渡邉亀一：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.久松　但：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.田村治義：誕生日のお祝いありがとうございます。

4.鈴木博行：入会記念日のお祝いありがとうござい

ます。

5.名古良輔：相模原の米軍基地でハーフマラソン完

走しました。

6.本村文一：本日は、名古先生、卓話よろしくお願

いします。

7.鈴木良則：4/26(土)に米山梅吉記念館春季例祭に

出席しました。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更

①新富士ロータリークラブ

　5月06日(火)　法定休日

　5月13日(火)　於：富士常葉大学

　5月17日(土)～18日(日)創立記念旅行例会

　5月20日(火)　振返休日

2.連絡、報告事項

①次回は理事会があります。理事の方は出席又協議

資料の提出をお願いします。

②5月のロータリーレートは1ドル＝102円です。

会　員　卓　話

　　　　フルマラソン完走への道（半ば） 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　名古良輔君

　還暦を良い機会にフルマラソンを完走するため、

2012年7月から走り始めました。2003年からウォー

キングをしていたのですが、何度かランニングにも

挑戦していました。駿府マラソン5キロの部に、西

クラブの仲間とともに10年続けて出場もしました。

ただただ苦しかった、という思い出があります。

　高校時代に50キロを走る強歩大会がありましたが、

ついに一度もゴールに辿り着くこと無く卒業しまし

た。当時は勉強だけで手一杯。とても運動まで手が

回りませんでした。還暦を前に、あの頃の自分に挑

戦したい気持ちが湧いてきました。

　教則本やビデオを見て完走するためには何が必要

かを、まず確認しました。「マラソンとはペースを

管理するスポーツだ」、という指摘には眼から鱗が

落ちる思いでした。ただ闇雲に走るのではなく、一

定のペースを維持すれば、制限時間内にきちんと完

走できる可能性が高い、という希望が見えてきまし

た。とは言っても、実際に継続して走り始めてみる

と様々な問題が続出します。

　まずは筋肉痛です。普段走っていないのですから

当然です。大腿部の痛みで一時歩けなくなりました。

どの程度の間隔が良いのか。毎日少しずつか隔日か。

走る距離は？　走る時間帯は？仕事をしながらの試

行錯誤が続きました。走り過ぎると疲れてしまって

仕事どころではなくなります。月、水、金曜日の朝

5時半から7～8キロを走り、月に一回は大会に出場

して20キロを走るというのが、今の自分にはどうや

ら最適だ、という結論に達しました。

　これまで競技会に11回出場し、10キロを2回、20

キロを7回、そして40キロを2回完走し、通算1,789 

キロを走りました。様々な場所に行き、様々なコー

スを走ることは、日常生活をリフレッシュするには、

とても良い方法です。あと、もう少し。ポリオの撲

滅と私のフルマラソン完走のどちらが早く達成でき

るのか。ロータリアンとしては、急がなければなり

ません。
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本村文一 会長 　

　みなさんこんにちは。ゴールデンウイークは如何

お過ごしでしたか？私は仙台へ行ってきました。町

は活気があり桜も散ったばかりといった感じでした。

仙台から一足伸ばし日本3景としても有名な松島に

行ってきました。松島は観光客が異常に集中したよ

うで大渋滞に巻き込まれてしまい、1時間で着くは

ずが4時間くらいかかってしまいました。松島は東

日本大震災の大津波で島の文化財の一部が破損した

ようですが、周辺の自治体に比べ軽微な被害だった

ようでした。その理由は津波は浅い海に入ると急激

にエネルギーを失った事と松島湾内に点在する島々

が緩衝材になり津波の勢いを弱めたと見られていま

す。なるほど美しい島が松島を守るように取り巻い

ていました。当初の予定ではその後、3年経った被

災地の様子を見に行くつもりでしたが余りに遅くな

ったので断念しました。

　その翌日未明、東京を中心とした地震が起きまし

た。私はまだ宮城県にいたため揺れは感じませんで

したが、天災は忘れた頃にやってくるというように

思いがけない時にやってきます。今回の地震では幸

いあまり被害はなかったようですが最近、岐阜や長

野で群発地震が続いておりとても心配です。それは

2011年の東日本大震災の2週間前にも岐阜と長野で

群発地震が起きており、今回の状況と大変似ている

というのです。また2011年ではその後硫黄島で大き

な地震が発生していました。今回も5月3日に硫黄島

近海を周辺とするＭ5.9の地震が発生しており酷似

しています。また5月4日に環水平アーク（水平虹）

が全国的に観察されたことがニュースで報告されま

した。しかしこの虹は地震との関連が語られること

も多く2008年の四川大地震や2009年の駿河湾地震の

直前にも観察されていました。この東京の地震で一

連の地震が終わってくれたのであればいいのですが。

少なくとも2週間は気をつけたほうがいいようです。

今回の地震は地震防災を再確認する、いいきっかけ

になったと思います。以上会長挨拶とさせていただ

きます。

　　　　　　　5月のプログラム

1090回 18:30 
5月15日(木)

会員卓話　宮島賢次君
夜間例会

1091回 12:30 
5月22日(木)

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ期末訪問　
片岡博昌ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

1092回 12:30 
5月29日(木)

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 頴川ゆう子君
ﾛｰﾀﾘｰ情報 会員増強・維持委員長

　　　　　　　6月のプログラム

1093回 12:30 
6月5日(木)

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤ 次年度活動計画

1094回 12:30 
6月12日(木)

外部卓話 不動産鑑定士 竹石 敦様

1095回 18:30 
6月19日(木)

1年間を振り返って　会長・幹事
夜間例会

1096回 18:30
6月26日(木)

さよなら例会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
時間変更　夜間例会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1089回 24名 21名 -   87.50%

1087回 23名 19名 1   86.96%

●欠席者（3名）

　伊縫文哉、久松但、成田みちよ

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

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　■■

クラブフォーラム⑤ クラブ広報委員会

2013～2014年度
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2014年5月8日

◆◆第1089例会　会長挨拶◆◆



　

2

●スマイル報告

1.栗原侑男：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.本村文一：本日は広報委員会フォーラムをよろし
くお願いします。

3.名古良輔：5/5四ツ谷駅から浅草寺まで、20km走
りました。

4.鈴木良則：ゴールデンウィークに世界遺産「富士
山」の構成資産のひとつの白糸の滝に行ってきまし
た。滝の水が豊富でした。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更

①富士ロータリークラブ

　5月14日　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にて

2.連絡、報告事項

①本日は理事会があります。理事の方よろしくお願
い致します。

②ガバナー事務局より　2014-2015年度　長期少年
交換学生募集内容が届きました。

③加藤学園Ｉ・Ａ・Ｃより　本日初例会でのロータ
リアンの出席と挨拶、卓話の依頼がありました。

理事会報告

1, 報告事項

　ありません。　

2, 協議事項

①6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　　　

②1092回例会、プログラム変更の件　 クラブ管理
運営委員長　芹澤和子君　

・会員卓話（大村保二君）とする⇒承認

③5月22日アシスタントガバナー期末訪問の件

・例会開始30分前に会長、副会長、幹事にて対応（
実績報告）のうえ、通常例会を実施する⇒承認　

④1094回例会、外部卓話への謝礼について　

　提案のとおり承認

⑤さよなら例会の件　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

⑥新会員推薦の件

・承認とし、職業分類については会員増強維持委員
会にて選考する

クラブフォーラム

クラブ広報委員長　杉山真一君 

　本日のクラブフォーラムは、クラブ広報委員会の
担当です。現在、クラブ広報委員会は私を含め6名
で構成されています。

　会報の編集という作業の都合上で、パソコンの操
作が必要となるためどうしても委員にはパソコンの
操作ができる数名に限られているのが現実です。

　本年度は、突然Yahooのメッセンジャーサービス
停止により現在少し混乱中です。

　次年度は、今年入会した土屋さんや上野さんに委
員会に加わっていただいたのと現在まだ新規のソフ
トをフリーメールGMOというソフトに決定したばか
りで現委員も使い方等の検討中の為、講習会を次期
委員長の久松さんと計画中です。

　本日は、テーブルごと大きく5つテーマを決めて、
その中に3つずつ課題を入れさせていただき皆様の
意見を聞きたいと思い用意しました。

Mテーブル 奉仕活動のPRについて 発表者 田村さん

①外部へのPR方法②会報等での掲載方法③HP上での
PR方法　

Aテーブル 会報について 発表者 宮島さん

①乗せたい情報②見やすさ(ﾚｲｱｳﾄ等)③ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化
について　

Bテーブル ホームページについて 発表者 名古さん

①ﾃｰﾌﾞﾙ内で何名くらい見ているか？ ②何を見てい
るか？ ③HPに関して何か希望・ｺﾒﾝﾄはあるか？

Cテーブル ロータリーの友について 発表者 尾島さ
ん　　　　

①紹介の仕方について ②ﾃｰﾌﾞﾙ内で何名くらい見て
いるか？ ③何を見ているか？

Dテーブル 個人情報の取り扱いについて 発表者 重
光さん　

①会報のHPへのUP ②IAC等の記事の取り扱い(写真
・名前) ③会員名簿や組織図等のHPへの掲載

 各テーブルの主に現在・過去に広報委員会経験者
をこちらで指名して各テーブルで10分間討議後2分
程度発表して頂きました。読みやすく、より良い会
報作成のための今後の貴重な意見として今回のフォ
ーラムを役立てたいと思います。
 ありがとうございました。

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

本村（④）＋１ 大村（　１　）

上野（④）＋１ 渡邉（　④　）

-------------------------4月分出席一覧 -----------------------

栗原（　④　) 宮口(　３　）

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

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

植松(④)＋２

例会出席％　84 . 95　% 地区報告％　 90 . 32　%

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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本村文一 会長 　

　先日、ロン・バートンＲＩ会長から会員増強に
ついてのビデオメッセージが届きましたので、ご
紹介します。

　「ロータリアンの皆様、この度はロータリーの
会員基盤についてとても良いお知らせがあります。
ロータリーの会員数は過去6ヶ月に2万2千人増え
ました。会員データについてもロータリー職員が
以前よりすばやく正確に提供することができるよ
うになりました。これはロータリアンの皆様が各
地からデータを迅速に提供してくださったおかげ
です。ご協力誠にありがとうございます。しかし
ロータリーが実際に成長するには、これからも皆
様のご支援が必要です。

　そこでこの度はクラブ役員の皆様にあらためて
ご協力をお願いしたいと思います。ロータリーで
の本当の変化はクラブから起こるものです。入会
者を引き付け全会員の積極的な参加を促すことで
ロータリーで充実した体験ができるよう是非ご協
力ください。会員同士のつながりが強く熱意と活
気に満ちたクラブほど地域社会や世界により大き
な貢献ができます。クラブのプログラムやプロジ
ェクトを十分に見直し革新的な方法で会員基盤を
強化することを恐れないでください。

　実際に米国オハイオ州のあるクラブでは会員の
活動参加にポイント制を取り入れています。英国
では、クラブが活動範囲を広げ進むべき方向を定
めるためのビジョニングの方法を説明したウェビ
ナーを開いています。ジャマイカのクラブでは他
のクラブと会長を交換して例会を行い互いから学
びあう努力をしています。さらには自分の貢献が
認められているという実感を、各会員が持つこと
ができ才能や能力を発揮できるようにすることで
す。自分の価値が認められ積極的に参加している
会員はクラブにとどまり続けます。リーダーシッ
プを発揮する機会を会員に与えることでクラブの
活動に参加し知識を深めることができます。委員
会のメンバーとなったり地区大会や国際大会にも
参加するよう会員に奨励してください。

　また御自分のクラブを見直してみることも大切
です。あなたが会員候補者だったら今のクラブに

入会したいと思うでしょうか？そうでないとした
らどうすれば魅力あるクラブとなれるでしょうか。
例会はいつどのような場所で行っていますか。週
末に例会を行うこともできるのではないでしょう
か。米国には家族を交えて土曜日に例会を開いて
いるクラブもあります。是非これまでにない方法
をクラブで試してみてください。それがうまくい
ったらロータリーのウェブサイトで他のクラブに
ご紹介ください。ガバナー、コーディネーター、
ロータリーの職員に相談してみるのもいいでしょ
う。ロータリアンは会費を払うに値するクラブを
求めています。そのためには皆様からのサポート
が不可欠です。5月にはシドニーでの第105回ロー
タリー国際大会でお目にかかれることを願ってお
ります。新会員を推薦して下った方のための認証
プログラムもありますので是非ご協力ください。
そしてロータリーを実践し、みんなに豊かな人生
を実現しましょう。ありがとうございました。」

　我がクラブも皆さんのおかげで新会員4名増と
貢献しているわけですね。

　　　　　　　5月のプログラム

1091回 12:30 
5月22日(木)

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ期末訪問　
片岡博昌ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

1092回 12:30 
5月29日(木)

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 頴川ゆう子君
ﾛｰﾀﾘｰ情報 会員増強・維持委員長

　　　　　　　6月のプログラム

1093回 12:30 
6月5日(木)

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤ 次年度活動計画

1094回 12:30 
6月12日(木)

外部卓話 不動産鑑定士 竹石 敦様

1095回 18:30 
6月19日(木)

1年間を振り返って　会長・幹事
夜間例会

1096回 18:30
6月26日(木)

さよなら例会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
時間変更　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 重光　純

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　土屋 剛彦 様

2013～2014年度

第23巻42号

2014年5月15日

◆◆第1090例会　会長挨拶◆◆



　

2

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1090回 23名 17名 -   73.91%

1088回 24名 22名 0   90.91%

●ゲスト

1.土屋剛彦様：沼津市　産業振興部　観光交流課

●欠席者（6名）

頴川ゆう子、久松　但、伊縫文哉、下原満知子、
鈴木博行、鈴木良則

●他クラブへの出席者

芹澤和子、栗原侑男、芹澤貞治（5/8　加藤学園
インターアクトクラブ）、久松　但、鈴木博行
（5/13　沼津北RC）

●スマイル報告

1.本村文一：土屋剛彦様、本日は卓話よろしくお
願いします。

2.宮島賢次：土屋様、沼津の観光についてのお話、
よろしくお願いします。

3.上野祥行：5/17(日)自宅から自転車で由比まで
往復100Km千本浜を通り行ってきました。

4.成田みちよ：入会記念日のお祝いありがとうご
ざいます。

5.成田みちよ：4/18のテーブル会の残金です。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更

①富士宮西ロータリークラブ

　5月30日(金)→6月15日(日)　親睦バス旅行

2.連絡、報告事項

①5/18は千本浜清掃です。9:30栗原自動車集合

②6/26のさよなら例会の出欠席をご記入下さい。

③次年度活動計画の原稿を5/22迄にご提出下さい。

外　部　卓　話

沼津市の観光の現状とこれから

沼津市　産業振興部　観光交流課　土屋剛彦様

　沼津市の主な観光ＰＲ活動としては、「沼津」
をより多くの皆さんに知って・見て・来ていただ
くことを目的に、ぬまづ燦々レディによるＰＲ事
業、イベント情報の発信などの「燦々ぬまづキャ
ンペーン」を展開しています。

　イベントとしては、沼津の地域個性を内外にア
ピールするとともに、地域経済の活性化を促進す
るために、沼津の海の魅力を発信する春の「大瀬
まつり・内浦漁港祭」、本市最大のイベントで長
い歴史のある「沼津夏まつり・狩野川花火大会」、
秋の沼津御用邸記念公園で開催する「松籟の宴」

をはじめ、戸田地域で開催されるイベント等の支
援を行っています。また、観光客の誘致活動を促
進するために、公募により選定した市民団体が実
施する「にぎわいご当地ユニット（オレンジポー
ト）」を支援しています。

　さらに、ここ数年は、新たに食、パフォーマン
ス、アクティビティ等の複合イベントとして、沼
津自慢フェスタ、ライジングサンマフェスティバ
ル、沼津鍋フェスタのほか、沼津バル（呑み歩い
ていいとも！！）、ぬまづ港バル、沼津駅北口ビ
アガーデンなど、民間イベントも盛り上がりを見
せています。

　市が所管している観光施設としては、沼津港大
型展望水門「びゅうお」、我入道の渡し船、戸田
壱の湯温泉、戸田はかま滝オートキャンプ場、他
に誇る海越しの富士山を眺める景観スポット等の
維持管理を行っています。

　また、夏には市内７か所の海水浴場を開設して
いますが、昨年は全国の中でも特に水質良好な水
浴場の10箇所の中に、大瀬海水浴場、らららサン
ビーチ、井田海水浴場が選ばれました。富士山が
世界文化遺産に登録されたことも相まって、過去
５年間では一番の人出となりました。

　一方で、沼津駅周辺においては、北口で整備を
進めてきました総合コンベンション施設「プラサ 
ヴェルデ（スペイン語で「緑の広場」）」が、い
よいよ本年７月20日グランドオープンいたします。

　プラサ ヴェルデは、会議場施設、展示イベン
ト施設、宿泊施設の３つの機能が一体となった利
便性の高い施設で、沼津駅北口から徒歩３分のア
クセスの良さ、富士山に一番近いコンベンション
として利用促進のＰＲに努めています。

　沼津西ロータリークラブ皆様にも、このような
定例会等の会議でご利用いただきたいと思います。

　また、沼津夏まつりと同日の７月26日、27日に、
グランドオープン記念事業として、フラワーデザ
イン国際競技会「アジアカップ2014」が開催され
ます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

　沼津市の観光交流客数の動向は、東日本大震災
の影響により、平成23年度に約292万人まで減少
しましたが、平成24年度は約324万5千人、前年比
約13.3％増となり、回復傾向に転じています。

　このような状況の中、今年度も引き続き、交流
人口の拡大や沼津ファンを増やすために、イベン
トやにぎわいづくりのキャンペーン、民間のイベ
ントの支援、ニューツーリズムによる着地型観光
の推進、おもてなしの醸成やコンベンションの推
進などに取り組んでいきます。

千 本 浜 清 掃

　5月18日(日)に加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ及び沼津特
別支援学校の生徒とともに千本浜の清掃活動を行
い、およそ80袋のゴミが集まりました。
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本村文一 会長 　

　みなさんこんにちは。日曜日に千本浜清掃に参
加された皆様お疲れ様でした。この千本浜遊歩道
清掃は2001年に始まったようです。私もそのこと
はとても印象にありまして、というのも入会して
2週間後の初めての奉仕作業でした。作業後は海
岸でバーベキューをおこないました。当時の週報
をみると、参加者は会員17名、家族9名の26名だ
ったようです。

　今回は会員、家族、加藤学園インターアクト会
員、沼津支援学校生徒等総勢65名の参加となりま
した。最初こそ今回初参加の支援学校の生徒さん
がうまく活動できるか心配していましたが本当に
一生懸命活動してくれました。参加人数も多かっ
たため、ごみもたくさん集まり全部で可燃ごみが
70袋、ビン、カンが13袋でした。今回の作業を通
じて生徒のみなさんもごみのポイ捨てはいけない
ことを再確認してくれると期待しています。立派
な大人が多く育てばごみは少なくなります。また
忘れていけないのは会員の御家族の協力です。毎
年お手伝いしてくださるご婦人たちがいらっしゃ
います。今回も炎天下の中バーベキューの支度等
がんばっていただき、おかげで作業後に盛大で楽
しい慰労会ができました。本当に頭が下がります。
このような意義のある行事が今後も続くように希
望します。

　話は変わりますが、ＷＨＯからとても気になる
緊急事態宣言「ポリオが国際的な公衆衛生上の緊
急状態」が5月5日に出されました。それによれば
パキスタンなどのアジア、シリアなどの中東、カ
メルーンなどのアフリカの少なくとも10カ国でポ
リオの感染拡大が確認されたということです。こ
の緊急事態宣言を国際ロータリーは支持し、また
ポリオ常在国（パキスタン、アフガニスタン、ナ
イジェリア）に加えてカメルーンやシリアの居住
者や長期滞在者は国外渡航前にポリオの予防接種
を受けるようにというＷＨＯの勧告にも賛成して
います。これまでにポリオ撲滅に向けた取り組み
が世界全体で推し進められてきました。今回の対
応はこの活動の勢いを保つためにもきわめて重要
な措置となります。ロータリーはこれからもパー
トナー団体、各国の政府や保健省、その他多くの
サポーターと力を合わせてポリオ撲滅活動に取り

組みます。今、世界中で紛争が起こっています。
世界の政情が不安定になると撲滅しかけた病気も
再燃してきます。世界の平和を祈ります。

　　　　　　　5月のプログラム

1092回 12:30 
5月29日(木)

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 頴川ゆう子君
会員卓話　大村保二君

　　　　　　　6月のプログラム

1093回 12:30 
6月5日(木)

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤ 次年度活動計画

1094回 12:30 
6月12日(木)

外部卓話 不動産鑑定士 竹石 敦様

1095回 18:30 
6月19日(木)

1年間を振り返って　会長・幹事
夜間例会

1096回 18:30
6月26日(木)

さよなら例会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
時間変更　夜間例会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1091回 23名 21名 -   91.30%

1089回 24名 21名 2   95.83%

●ゲスト

1.片岡博昌アシスタントガバナー：富士宮西RC

2.小林陽益アシスタントガバナー事務局：富士宮
西RC

●欠席者（2名）

伊縫文哉、土屋昌之

●他クラブへの出席者

井上武雄、栗原侑男、本村文一、名古良輔、成田
みちよ、芹澤貞治、芹澤和子、重光　純、下原満
知子、杉山真一、田村治義、土屋昌之、植松　正、
上野祥行、渡邉亀一(5/18 千本浜清掃)

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

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　■■

片岡博昌ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ期末訪問

2013～2014年度

第23巻43号

2014年5月22日

◆◆第1091例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.本村文一：片岡アシスタントガバナー様、小林
事務局様、本日は、よろしくお願いします。

2.芹澤貞治：片岡アシスタントガバナー様、小林
事務局様、本日は、お世話になります。宜しくお
願いします。

3.鈴木良則：18日の千本浜の清掃、お疲れ様でし
た、静岡新聞と沼津朝日に活動内容が掲載されて
いました。

4.栗原侑男：18日の奉仕作業、参加してくれた方
々、ご苦労様でした。

5.杉山真一：名古さん、本日の沼津朝日新聞掲載
記事をメーリングリストにUPして頂き、ありがと
うございました。本日の例会にて紹介させて頂き
ます。

6.頴川ゆう子：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沼津柿田川ロータリークラブ

　6月30日(月)→6月28日(土)　夜間例会

2.連絡、報告事項

①千本浜清掃、参加の皆様有難うございました。

②6月26日(木)のさよなら例会の出欠席の記入を
お願いします。

③次年度活動計画の原稿を本日中に提出願います。

ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ期末訪問

　

 片岡博昌アシスタントガバナー

　志田ガバナー年度にご協力頂き有難うございま
す。

　4月5日の退会防止増強セミナーにご出席頂きご
苦労様でした。退会防止に名案はなかなか無いよ
うな気がしますが、ガバナーの強い熱意に何とか
応えたいと思っています。今月と来月は退会が特
に多い月でございます。対策の打てるものなら、
お願いをしたく存じます。クラブを知ってもらう
のが、最終的には新会員を一番集めやすいようで
した。本村会長の原点と地域に対する事業がそれ
に当たっていると思いました。退会防止の一手と
して、奥様を大切にすることを忘れてはいけませ
ん。逆に入会の勧誘にお願いすることも出来ます。
いずれの場合でも、選考・増強委員を中心に充分
な連絡を取り合ってから始めることが後々も、い
い結果になると思います。以上「増強に王道なし
」です。老後のことを思って、日々　お経のよう
に増強増強と唱えていることも、無駄ではないと
思います。

　沼津西RCは、第3分区では一番若いクラブと言
っても、もうすぐ25周年を迎える歴史のあるクラ
ブでございます。「今だけを見て、減る事だけを
必要以上に、心配する必要はないと、私は思いま
す。入会がなかなかうまくいかない時期が時とし
てあるそうですが、うまく増強が出来なくても、
慌てないで、その時は、クラブの「原石を磨く時
だ｣と言われたとか、これもよく解かります。沼
津西RCは地に付いた奉仕や、特徴のあるプログラ
ムを実行されています、そのことに一層磨きをか
けて頂ければ、入会の勧誘も自然としやすくなり、
必ず増強に結びつくと思います。新会員には、早
くクラブになじんで頂くために、知識、情報を提
供し、相互のコミュニケーションの向上を図って
頂くよう配慮をして頂きたいと思います。

　国際ロータリー理事会は昨年度から2015年6月
末日までの3年間で会員数を130万人にする決議を
して、純増3％を掲げました。日本でも1万人の増
(10万人)、これに呼応して当地区でも地区目標を
純増3％、各クラブ純増1名以上としました。残り
1年ありますが、各クラブもこの1年間、それに向
かって邁進して頂き有難うございました。地区で
1100人以下になると地区が無くなるとかで、青森
と秋田でしたが、増強されたと聞いていますので、
やれば出来るという「たとえ」例になったらしく、
このことは志田ガバナーも聞かされているかもし
れません。これからも各クラブは、自分のことと
して増強を進めて行くことに変わりはないと思い
ます。

　3年に1度の規定審議会が開かれた結果、クラブ
定款の変更がありました。クラブ細則の見直しを
することが奨められています。最大の目的は、ク
ラブを長期的に如何に発展させて行くかというと
ころにあります。CLPはクラブ組織と活動の簡略
化で、少人数のクラブでも使えるプログラムと捉
えております。私は、個々のクラブの多様性に合
わせて実行するものと理解したほうがいいと思い
ます。クラブの戦略計画や目標も含めて時代や情
勢の変化に応じて柔軟に対応できるように、マン
ネリ化しないように、従来の流を活性化するため
に　このプランが採用になったと思っていますが、
CLPの特徴は継続と発展を目指すことで、それは、
長期計画の目標を立てることだと言っている訳で
す。ロンバートン会長もガバナーも年次計画書に
述べたとオり、職業奉仕の教えを、ないがしろに
している訳ではないとしており、「ロータリーの
基本理念」のその上に立ってのCLPとしています。

　eクラブも地区2つの規制が無くなり自由に出来
るようになったそうです。このように、事実は進
んでいます、確かに、社会は変化しています、ロ
ータリーも古いままで居られませんが、新しい会
員の方には2つのロータリー標語「sevice  above 
self」、「one   profits  most  who  serves 
best」をお伝え願いたいと思います。2016年のシ
カゴで開かれる規定審議会に出席される代表議員
に、積惟貞パストガバナーが地区大会で選出され
ました。大変なお役目でございますが、どうか頑
張って頂きたいと思います。

　貴クラブの増々のご繁栄と　皆様のご健勝をお祈
り申し上げ、　アシスタントガバナーの期末の挨拶
にいたします。有難うございました。
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本村文一 会長 　

　みなさんこんにちは。サッカー女子がアジア大
会で優勝しました。サッカー女子はワールドカッ
プで優勝、オリンピックでも準優勝しているので
楽勝だろうと思っていたところ、予選こそ順当で
したが、準決勝では明らかに格下の中国相手に延
長終了寸前までもつれ込み、決勝では、ＦＩＦＡ
ランキング3位の日本が9位のオーストラリアに何
とか勝てた感じでした。オーストラリアには個の
強さ、体の強さがあるようでした。シュートも強
く、いつミドルシュートがくるかとひやひやして
いました。しかし日本女子チームのプレーは素晴
らしいですね。パスの正確さは勿論、相手ボール
を前後３人で取り囲んでとっていくとか、個人技
もさることながらチームプレイの素晴らしさがめ
だちました。来月には男子のワールドカップが始
まります。いい刺激となるといいですね。

　一方、悲惨な事件も起きました。ＡＫＢ48のメ
ンバーが岩手県でのこぎりで切りつけられました。
ＡＫＢ48は秋葉原に専用劇場をもち、「会いにい
けるアイドル」というコンセプトで2005年に誕生
しました。また全国にもその姉妹グループが存在
し、名古屋のＳＫＥ48、大阪のＮＭＢ48、博多の
ＨＫＴ48と活躍しています。その近年の活躍ぶり
はオタクだけでなく、日本全体を大いに元気にし
てくれ、経済も動かし、東日本大震災後の被災地
にもいち早く駆けつけ被災者を元気づけ、アイド
ルの枠を超えて活躍する影響力のある団体です。

　その握手会会場で事件は起きました。川栄さん
と入山さんという無抵抗の10代の女子に向かって
のこぎりで切りつけるというあきれた行為をする
者がいたのです。いままでのＡＫＢ48の行為を踏
みにじるようなできごとでした。とても悔しい思
いがします。しかしこの事件は防げなかったので
しょうか？当日、手荷物検査がなかったようです
し、警備員も手薄ではなかったのでしょうか？し
かもＡＫＢ48の楯になり守ったのは現地採用のア
ルバイトの若者だったようです。このことが原因
で握手会をはじめとするファンとの集いが縮小す
ることは避けられないでしょう。私が行くことは
ないですが、「会いに行けなくなったアイドル」
となってしまうかもしれません。大げさかもしれ

ませんが、日本が世界に輸出する文化の一つでも
あります。実際英国公共放送のＢＢＣでもニュー
スになったようです。ＡＫＢがこの事件で萎縮、
消極的になってしまうことが心配です。今回のこ
とでも事件が起きて初めて危機管理の重要性がよ
くわかります。

　　　　　　　6月のプログラム

1093回 12:30 
6月5日(木)

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤ 次年度活動計画

1094回 12:30 
6月12日(木)

外部卓話 不動産鑑定士 竹石 敦様
理事会

1095回 18:30 
6月19日(木)

1年間を振り返って　会長・幹事
夜間例会

1096回 18:30
6月26日(木)

さよなら例会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
時間変更　夜間例会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1092回 24名 22名 -   91.67%

1090回 23名 17名 3   86.96%

●ビジター

1.鈴木一郎様：沼津RC

2.町田勇司様：沼津RC

3.名取賢吉様：沼津北RC

●欠席者（2名）

 井上武雄、上野祥行

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 重光　純

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　■■

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 頴川ゆう子君　

会員卓話　大村保二君

2013～2014年度

第23巻44号

2014年5月29日

◆◆第1092例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.本村文一：本日は、頴川さん、イニシエーショ
ンスピーチ、大村保二さん、会員卓話、よろしく
お願いします。

2.大村保二：誕生日のお祝いありがとうございま
す。

3.鈴木良則：さよなら例会を欠席します。

4.成田みちよ：5/24に門池校区子供会の球技大会
で息子のチームが優勝しました。11月に沼子連の
大会に出場します。

幹　事　報　告

1.近隣クラブの例会変更

　ありません。

2.連絡、報告事項

①6月26日(木)のさよなら例会の出欠席を記入く
ださい。　

イニシエーションスピーチ

　

頴川 ゆう子 君 

 3月に入会させていただきました。職業分類は画
家です。9月の移動例会フナの放流では自然を守
ろうとする皆様の団結力、熱い心が伝わり、私も
一員になって世の中のため、沼津の為に何か出来
る事があるかもしれないと思い入会させていただ
く決心をいたしました。

　出身は長野県の松本市です。松本で結婚し、主
人の転勤で千葉県の柏、神奈川県の逗子を経て、
義父が体調を崩したので、4歳と１歳の子供を連
れて沼津へとやってきました。海の近くに住み、
夕暮れ時には浜辺に子供を連れて行き、朝暗いう
ちから駿河湾に釣りに出かけたり、良い思い出で
す。現在は絵の制作と美術会の運営、クリニック
の経営、新規事業の介護サービスの社長業、雑用
に追われる毎日です。　　　　　

　また家庭では、二人の子供は東京に、少々寂し
いです。犬3匹、魚数十匹と暮らしています。

　長野の実家には父が一人で、母は昨年亡くなり
ました。父は化学と、数学の高校教師、母は音楽
教室を開いておりました。家はクリスチャンでか
なり厳しく育てられました。鬼のような父でした
が、長期の休みになると信州の美しい山や川に連
れて行ってくれました。母はまったく父とは対照
的で朝5時から音楽を奏でる音楽バカで、音楽の
才能のまるでない私に、3歳からピアノと絵画を
習わせました。結果的にはこのような美しい音楽
と目に刻んだ美しい風景が私に絵描きとしての道
を与えてくれたのだと思います。性格は何にでも
のめり込むタイプです。絵もずっと部屋にこもっ
て描いておりましたので身体を壊し、主人から短
時間で出来る有酸素運動を勧められ、ゴルフはや
めてテニスをはじめました。

　少し戻りますが、大学を卒業して、商社に就職
して、数年過ぎると何故かやるせない、このまま

ではいけないという気持ちが芽生えました。ふと
雑誌で目にしたアフリカ、人生観が変わるという
言葉につられるままに、ケニアに旅立ちました。
到着した世界は見たことのないような景色でした。
真っ青な空と、真っ赤な大地、いまでも想いだす
のはバオバブの木と紫の花を咲かせるジャカラン
ダ、大草原を悠々と横切る動物たち、時間が止ま
ったかのような伝統文化、手付かずのビーチ、赤
道直下に広がる雄大な森、キリマンジャロ登山、
燃えるように暑い砂漠地帯、冷涼な高原地帯、マ
サイ族との出会い、どんな景色も見たことのない
風景で、人々が自然と共存している。one of the 
nature.人は自然の一部として生きていると気が
つきました。三ヶ月近くの月日が流れていました。
私自身もせかせかした日常から解き放たれ、自由
人としての一歩を踏み出したのです。日本に帰り
仕事も硬い商社事務職から、広告代理店に変わり、
絵画を再び習いながらデザイナーとして出発しま
した。その後はヨーロッパ旅行、アジア旅行、タ
ヒチでの個展など旅行兼、美術展を重ねています。
思い出深い場所、魂に響く様な体験は多々ありま
した。

　最後になりましたが現在静岡県、特に沼津は人
口の減少が際立っています。また高齢化社会問題、
より良い介護事業の必要性、住みやすい街、魅了
ある地域を考え提案することが出来ればと思って
います。また皆様と男女の分け隔てなく、家族の
様にお付き合い出来る様に、自分の出来ない経験
を共有出来るような関係を築けたらと思っており
ます。これからの人生が皆様と共に、有意義で愛
に満ち、沼津の地に深く根を張り、平安に過ごし
ていけることが願いです。

会　員　卓　話

沼津市商工会の現状について

大村 保二 君 

 沼津市商工会は旧原町商工会と旧戸田村商工会
が合併し6年が過ぎました。旧原町商工会と旧戸
田村商工会は歴史や文化の違いだけでなく、産業
も大きく異なっています。今日は旧原町商工会、
とりわけ沼津西部地域の商工会が取り組んでいる
地域の活性化についてお話いたします。

　現在、原、浮島地域には新東名駿河湾沼津SAに
スマートインターが3年後をめどに開通する予定
です。また今年度開通しました伊豆縦貫道の西区
間すなわち、沼津インターより原までの延伸を国
交省や関係機関に陳情しているところです。また、
長年の懸案事項でありました、沼川新放水路の着
工も始まりました。原駅前整備事業も着実に進展
しております。

　これまでの歴史を振り返ってもこれほど大規模
なプロジェクトが同時に持ち上がったことはあり
ません。まさに100年に1度の大きなチャンスです。
この機をとらえ、沼津西地域に道の駅の設置を要
望しているところです。これらを景気に地域の活
性化を計っていきたいと思っています。




