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本村文一 会長 　

　みなさん、こんにちは。厚労省は「公的年金を

持続するためには経済成長を見込んでも、給付水

準を少しずつ下げ30年後には今より2割ほど低く

しなければならない。」という年金財政の見通し

を公表しました。また現役世代の収入の50％以上

という政府が約束した給付水準はぎりぎり守れる

とする一方、低成長なら50％をきる試算も示され

ています。検証は100年先まで5年ごとに点検する

もので、ポイントは将来も十分な年金をもらえる

かです。インフレが進むと年金額では比べられな

いため現役世代の手取り収入とモデルとなる夫婦

（厚生年金に入る会社員と専業主婦）が65歳の受

給開始時にもらえる年金額を比べます。厚労省は、

賃金の伸び率など経済状況が異なる8つのシナリ

オを置きました。シナリオＡ～Ｅは女性や高齢者

の働き手が増える「高成長ケース」でＦ～Ｈは「

低成長ケース」です。現在の給付水準は現役手取

りの62.7％。財政を保つためには高成長ケースで

も2043～44年には50.6～51.0％となります。低成

長ケースでは5割を切ります。近年の経済状況が

長く続くシナリオＦでも50年度に45.7％まで落ち

込み、最も悲観的なシナリオＨでは55年度に国民

年金の積立金がなくなり、35～37％になるとの事

です。但しルール上は5割をきれば制度を見直す

ことになっています。

 　またさらに将来は不安があります。それは介

護の問題です。医療技術の進歩により戦後日本は

世界最高水準の平均寿命国となりましたが、出生

率の低下から総人口は減少を続け2055年には約

8993万と現在より約3割減少するとされています。

しかし65歳以上の高齢者の割合は上昇を続け2035

年には3人に1人、2055年には2.5人に1人が65歳以

上の超高齢化社会になるとされています。要介護

者の割合は加齢と共に上昇します。介護の負担は

配偶者、子、子の配偶者の順に多く、性別では女

性が71.9％と多く高齢者が高齢者を介護する老老

介護となっています。　また介護の現場では賃金

の低さから人手不足が進んでいます。そのため仕

事をやめて介護に向かう家族も多いようです。問

題は自分の介護は誰がしてくれるのか？深刻な問

題となりつつあります。しかし解決法もあります。

それは健康な老人になることです。ロータリーは

若さを保ってくれます。実際若々しい先輩が多い

です。そう考えると今年のＲＩテーマ「ロータリ

ーを実践し　みんなに豊かな人生を」これは健康

な人生を送るのに必要なことを示唆しているよう

にも思えます。ロータリーで元気になりましょう。

以上会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　6月のプログラム

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

1093回 23名 23名 -   100.0%

1091回 23名 21名 1   95.65%

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

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　■■

クラブ協議会⑤　次年度活動計画
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第23巻45号
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◆◆第1093例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.鈴木良則：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：今日は、次年度活動計画協議会です
ね。いよいよ、次年度ですね。

3.本村文一：田村さん、法事の際はお世話になり
ました。

4.芹澤貞治：クラブ協議会です。次年度会長、幹
事、宜しくお願いします。

5.芹澤和子：次年度活動計画協議会、よろしくお
願いします。

6.植松　正：本日のクラブ協議会、よろしくお願
いします。

7.井上武雄：芹澤会長、植松幹事、次年度、頑張
りましょう。

8.名古良輔：6/1第34回千歳JAL国際マラソンハー
フの部、完走しました。緑の木立の中を駆け抜け
ました。

9.B.C.Dテーブル：テーブル会残金です。

10.頴川ゆう子：所用につき、早退させていただ
きます。

11.伊縫文哉：所用につき、早退させていただき
ます。

12.成田みちよ：所用につき、早退させていただ
きます。

13.成田みちよ：鈴木良則さん、お誕生日おめで
とうございます。

14.久松　但：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新富士ロータリークラブ

　6/10(火)　特別休会

　6/24(火)　振替休会

　6/28(土)　懇親会(伊豆長岡　楽山　やすだ)

2.連絡、報告事項
①次週は現・新　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。

②6月のロータリーレートは1ドル＝102円です

クラブ協議会報告（次年度活動計画）

　芹澤和子次年度会長と植松  正次年度幹事

　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　次年度幹事　植松　正

次年度活動計画について、クラブ協議会を実施し
ました。最初に芹澤和子次年度会長より、クラブ
テーマを「ロータリーで未来の夢を実現しよう」
とし、地域奉仕活動への注力やIAC活動への積極
支援等を活動方針とする旨が示され、続いて各委
員会委員長より活動計画の発表をしていただきま
した。

　クラブ管理運営委員会では、会長方針に基づく
年間55万円を目標とするスマイル奨励や、親睦を
目的とする特別例会の年間予定が示されました。

　

クラブ広報委員会については、週報編集のルール
の確認に加え、新規広報活動を検討していく意向
が説明されました。

　会員増強維持委員会については、友人同伴例会
を年３回開催するほか、あらたにレディース委員
会を立ち上げることが発表されました。

　奉仕プロジェクト委員会については、鮒の放流
等の社会奉仕活動の継続、職業奉仕の一環として
職場訪問の計画、IAC例会への積極的参加等が発
表されました。

　ロータリー財団委員会については、例年通りの
財団や米山奨学会等への寄付や、学友会会員によ
る体験談聴講の計画について説明がありました。

　ＳＡＡについては、例会ルールの徹底のほか、
毎月「ロータリーの目的」を朗読することが発表
されました。

　質疑応答では、ロータリー財団の「未来の夢計
画」について、また米山梅吉記念館への寄付の取
扱について意見が出されました。

　予算案についての説明の後、芹澤次年度会長に
よる総評と会員への協力を依頼する挨拶にて終了
しました。

　

　　　　クラブ協議会中の会場内の様子
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本村文一 会長 　

　6月はロータリー親睦活動月間となっています。

　手続要覧によれば、共通の職業的関心やレクリエ

ーションへの関心を持つロータリアン同士の国際親

睦と親善の重要性を認識し、親睦活動グループへの

参加の増加及びこのプログラムに対する理解を促進

するため、ＲＩ理事会によってロータリー親睦活動

月間として指定されました。

　ところでこのロータリーの親睦活動とは、何かご

存知ですか？友情と親睦を深めるために、職業的ま

たはレクリエーションの活動を遂行するために結束

したロータリアンの世界的なグループです。分かり

易く言えば、ロータリアンの全世界的な趣味活動と

いうところでしょうか。親睦活動グループの公式認

定は、ＲＩ理事会の審査と承認およびその他の親睦

活動グループの設置に関する方針によるものです。

全親睦活動グループのリストを含め、詳細は「ロー

タリー親睦活動要覧」およびＲＩのウェブサイトに

掲載されています。

　ロータリー活動要覧によれば、この親睦活動はエ

スペラント語に関心を持つロータリアンが集まった

ことをきっかけに1928年に始まりました。その後

1947年にはボートに関心のあるグループが自分たち

の船にロータリーの旗を掲げ国際ヨット親睦活動グ

ループと名乗り現在も活動を行っています。また特

別なスキルを利用して奉仕を行っている親睦グルー

プもあります。例えば、カヌーの親睦活動グループ

は、河川の清浄プロジェクトを実施し、コンピュー

ターの親睦活動グループは各会員の地元でパソコン

研修を実施し、スキューバダイビングのグループは

ダイビング目的の旅行先でロータリーの奉仕活動に

参加しています。会員資格を有するのはロータリア

ン、ロータリアンの配偶者およびローターアクター

です。ウェブサイトによると実に多くの親睦グルー

プがあり、テニスやワイン、職業では医師や弁護士、

珍しいものは人形などがありました。みなさんも是

非ご覧になって新たな趣味の仲間を探してみては如

何でしょうか？

　　　　　　　6月のプログラム

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

　　　　　　　7月のプログラム

1097回 12:30 
7月3日(木)

会長・幹事・他の抱負　　理事会②

1098回 12:30 
7月10日(木)

ガバナー補佐期首訪問　　稲葉邦文
ガバナー補佐

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1094回 24名 20名 -   83.33%

1092回 24名 22名 2   100.00%

●欠席者（4名）

　伊縫文哉、下原満知子、鈴木良則、成田みちよ

●スマイル報告

1.本村文一：本日は、竹石敦さん卓話お願いします。

2.久松　但：竹石様、卓話よろしくお願いします。

3.頴川ゆう子：誕生日のお祝いありがとうございま
す。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：室伏博子さん、入会おめでとうござい
ます。

5.芹澤貞治：本日は、今年度最終の理事会です。理
事の皆様、1年間、ありがとうございます。室伏さ
ん入会おめでとうございます。奉仕と親睦を楽しん
で下さい。

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

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　不動産鑑定士　竹石　敦 様

2013～2014年度

第23巻46号

2014年06月12日

◆◆第1094例会　会長挨拶◆◆
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頴川（　３　） 久松（３，２） 井上（４，１） 伊縫（　２　） 宮島（⑤）＋１

本村（⑤）＋１ 大村（　３　）

上野（４，１） 渡邉（⑤）＋１

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

栗原（⑤)＋２ 宮口(　⑤　）

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

重光（⑤)＋１ 下原(４，１) 杉山(⑤)＋１ 鈴木博(４，１） 鈴木良(　４　） 田村(⑤)＋１ 土屋(４，１)

植松(⑤)＋１

例会出席％　87 . 29　% 地区報告％　 94 . 07　%

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。

6.上野祥行：室伏博子さん、入会おめでとうござい
ます。

7.杉山真一：室伏博子さん、入会おめでとうござい
ます

8.芹澤和子：室伏博子さん、入会おめでとうござい
ます。今後も宜しくお願いします。

9.杉山真一：頴川さん、誕生日のお祝いありがとう
ございます。

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

①本日は現・新理事会があります。理事の方はよろ
しくお願いします。

②本日の加藤学園インターアクトクラブの例会はイ
ンターアクトのみの例会となります。

現理事会報告

1, 報告事項   なし

2, 協議事項

①大村保二会員より退会の申出あった件　　

⇒承認

②インターアクトクラブ年次大会登録料支払いの件 

・加藤学園IAC（生徒4名+先生1名）20,000円と提唱
クラブ10,000円の計30,000円を支給する。　⇒承認

新理事会報告

1.報告事項
①事務局員(川口さん)　給与・事務所賃借料につい
て　
　昨年と同額にて合意
2.協議事項
①７月度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの件　ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長　田村
治義君　
⇒了承
②７・８月度座席の件  　SAA　栗原侑男君
・委員会別とする　⇒承認
③2014-2015年度慶事のプレゼントの件
　提案の通り　⇒承認
④例会食事代の改定の件
・ニューウェルサンピア沼津への支払額について、
　改定する。　⇒承認
⇒承認
⑤前年度会長・幹事慰労会の件　クラブ管理運営委
員長　田村治義君　
・委員会提案の通り　⇒承認
　会場　ニューウェルサンピア沼津
⑥前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件
・商品券にて支給する。　　⇒承認
⑦第37回原・浮島ふるさと夏まつり花火大会協賛の
件
・協賛金する。　⇒承認
⑧新会員、室伏博子さんの所属委員会について
・クラブ管理運営員会とする。⇒承認
以上

外部卓話

沼津市に於ける最近の地価動向について

不動産鑑定士　竹石　敦様

１．周辺市町との比較

①国土交通省・地価公示標準地・公示価格平均変動率

沼津市の平成26年度公示価格変動率は、住宅地
▲2.4%、商業地▲2.3％。前年度▲1.5%、▲1.7%と比較
して下落幅は拡大した。

②静岡県企画広報部統計調査課・推計人口

沼津市の推計人口は平成24年3月に20万人を割り込み、
平成26年4月1日現在194,650人。平成25年度は年間
2,000人以上（毎月170人以上）減少している。

③国土交通省土地・建設産業局 不動産市場整備課・
土地取引件数

沼津市の土地取引件数は平成23年度下期906件をピーク
に平成25年度下期761件と、趨勢としては減少傾向であ
る。

④静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課・
新設住宅着工戸数

沼津市では平成25年度下期は上期555件に対して647件
（117%）と、他市町に対して増加が目立っている。

消費増税前の値引き等に起因する可能性があるが、詳
細は不明であり、以降のデータ分析を要する。

２．沼津市内の現状

①沿岸部の状況（公示価格変動率）

沼津市は約60kmに及ぶ長大な海岸線を有し、平成25年6
月27日に発表された静岡県第４次地震被害想定におい
ても、津波浸水域は相当広範囲に及んだ。

これにより、津波に対する安全性を主たる選択指標と
する需要行動が一層定着し、東日本大震災後約3年を経
過したにも拘わらず、平成26年度地価公示では上記浸
水域内公示地価は下落幅が拡大した。

②その他の地域の状況

平成26年度地価公示では、沼津市全体でプラスの変動
を示した地点はゼロ。横這い地点は駅北徒歩圏と大岡
の小学校周辺など。

また、直接的なポイントはないものの、駅北の静岡東
部拠点第一地区土地区画整理事業地内や岡宮北土地区
画整理事業地内では強含みの取引も見られる。

３．沼津市内の今後

静岡県では「津波防災地域づくりに関する法律」に基
づき、津波災害警戒区域等の指定に向けて検討委員会
が組織された（事務局：河川企画課）。

当該区域指定が成された場合、更なる地価下落が予想
される。

一方、発展が期待されるエリアとしては、上記土地区
画整理事業施行地区の他、東名愛鷹スマートIC（H27年
度末共用開始予定）、新東名駿河湾沼津スマート
IC（H28年度末供用開始予定）、「ららぽーと沼津」
（H31頃開業予定）等の影響が期待される東椎路以西郊
外、再開発の基本計画が纏まった「アーケード名店街
」（H30～31年度開業予定）周辺等が挙げられる。
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2014年 06月 19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 　

　先週土曜日に富士のホテルグランド富士で現・

次期会長幹事会があり、芹沢幹事、芹沢和子次期

会長、植松次期幹事の4人で出席してきました。

いつものことで、また当然といえば当然ですが、

どこのクラブも現会長幹事は終わりが近いためか、

すっかり余裕というか明るい表情でまた次期会長

幹事は表情も少し暗く硬く見えました。

　その中で今年を振り返ってというテーマで報告

をするようにとの事でしたので、継続事業の鮒の

放流を小学生と行ったことと、千本浜の清掃を加

藤学園インターアクト生徒と沼津支援学校の生徒

合計60余命で行ったことを報告しました。

　また、楽しかったこととして東京に隅田川の川

下りで花見例会をした事も報告しました。また、

会員増強では新会員5名入会したことを発表した

ところ、7月に行われる地区会員増強委員会でス

ピーチを要請されてしまいました。来年度会員増

強委員長として出席義務のある私は逃げるところ

がなく話すことになりました。「キジも鳴かずば

撃たれまい」とのことわざが頭の中をめぐる中、

少し後悔しながらも仕方ないこととあきらめまし

た。それほど今年度の会員増強は非常にうまく

いったということです。ただ、長らく一緒に活動

してきた会員1人の退会者を出してしまったこと

は仕方のない事情とはいえ、私にとっては痛恨の

極みであります。何はともあれ、みなさんの御協

力に感謝いたします。今年度はメリハリのある活

動が送れたように思えます。

　　　　　　　6月のプログラム

1096回 18:30
06月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 さよなら例会　
ｸﾗﾌﾞ運営管理委員会

　　　　　　　7月のプログラム

1097回12:30

07月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会長・幹事・他の抱負　理事会②

1098回 12:30
07月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首訪問
稲葉邦文ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

1099回 12:30
07月19日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 前年度会長・幹事
慰労会 クラブ管理運営委員会

1100回 12:30
11月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会① 
前年度決算報告 

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1095回 24名 18名  -   75.00%

1093回 23名 23名 0名   100.00%

●ビジター
1.恒吉忠雄様：グレシャムロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　（オレゴン州、米国）

2.恒吉寿子様：グレシャムロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　（オレゴン州、米国） 

●欠席者（6名）
頴川ゆう子、伊縫文哉、尾島康夫、鈴木良則、

土屋昌之、室伏博子

●スマイル報告　
1.本村文一：恒吉様、ようこそ、いらっしゃいました。
ごゆっくりしていって下さい。

2.芹澤貞治：恒吉様、いらっしゃいませ。今日は、会
長・幹事の卓話です。宜しくお願いします。

3.次年度クラブ広報委員会：次年度クラブ広報委員会
、懇親会残金です。

4.鈴木博行：所用につき、早退させていただきます。

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1095例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

1年間を振り返って　会長・幹事
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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長泉ロータリークラブ
　7月2日(水)　第二分区ガバナー補佐　公式訪問
　7月9日(水)夜間例会（MU受付け　12：00～13：00）
　7月16日(水)ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問(裾野RC長泉RC合同例会)
②吉原ロータリークラブ
　6月26日(木)会長・幹事慰労会　18：00～　夜間例会
　MUはホワイトパレス受付にて11：30～12：30
2.連絡、報告事項
①次週は、さよなら例会　夜間例会です
②7/19（土）の前年度会長・幹事慰労会と7/29（火）
のガバナー公式訪問の出欠席記入お願いします。
③ガバナー事務所より
　2016-2017年度ガバナーは、清水中央ロータリークラ
ブ会員　生子　哲男（しょうじ　てつお）君に決定
④新会員　室伏博子君の所属は　クラブ管理運営委員
会　に決まりました。
　

1年間を振り返って　会長・幹事

　　　　　　

一年を振り返って

　　　　　　　　　　　　　　　　本村文一

　
　2013年の 7月 4日に今年度の第1回の例会があ
り、その例会で土屋さんと上野さんが入会されま
した。幸先良いはじまりです。
　その3日後の7月7日に草薙で会員増強・維持研
修セミナーがあり、渡邉さんと出席しました。そ
の時に聞いた山梨の会長さんの話に私は強く刺激
されました。会員増強は会長が責任を持たなくて
はならない。私もその考えには納得するものがあ
りました。それは、一番クラブのことを考えなけ
ればならないのは会長で、会の存続を含め会員を
増やすのは当然とも言えます。実際、クラブ会長
要覧にも、新会員を自ら勧誘することで模範を示
し、意欲的かつ達成可能な会員勧誘の目標を設定
するとあります。その時から新会員5人は願望だ
けではなくなりました。
　8月 8日は納涼例会でした。今年もニューウェル
サンピア屋外ビアガーデンで家族も参加してバー
ベキューを行いました。花火大会も行い、暑さの
中にも納涼を楽しみました。
8月20日は片岡アシスタントガバナーの期首訪問、
卓話とクラブ協議会でご助言をいただきました。
　9月 12日は鮒の放流を沼川で原小学校生徒と行
いました。
　10月 10日は奉仕プロジェクト委員会主催の工場
見学で東洋ファイバーを見学しました。
　10月 12日は静岡で地区職業奉仕委員会がありま

した。栗原奉仕プロジェクト委員長といっしょに
参加し牧田パストガバナーの講演を聞きました。
職業奉仕という考え方はロータリー特有のもので、
他の奉仕団体とはっきり区別する点はこの考えだ
と。
　10月 15日は4クラブ合同例会でした。他のクラ
ブ会員と自然に知り合えるチャンスとして、とて
もいい場です。
　12月 5日は年次総会で田村治義さんが次次年度
の会長に当選しました。
　12月 12日はガバナー公式訪問で志田ガバナーが
来訪しました。今年は全クラブ訪問するという熱
意はすばらしいものです。その日は下原さんの入
会日でもありました。
　そしてクリスマス家族例会。今年は実にたくさ
んのゲスト、ティンクル、加藤学園インターアク
ト、沼津支援学校の先生2人を招待し、サンタク
ロースも登場し楽しい例会になりました。
　年は変わり1月 16日は新年会で長岡の芸者さん
も駆けつけ華やかな会となりました。
　1月 26日は富士宮西ロータリークラブをホスト
クラブとしてＩＭが開催されました。富士山もき
れいに見えました。講演は春雨や落雷さんという
落語家で整形外科医のロータリアンです。先ずは、
落語をした後、医師に戻り、「笑いは免疫力を高
め健康を増進する」というテーマで講演されまし
た。余名2年の末期上顎がんの患者さんが自分の
楽しみを優先し、8年も生き長らえているという症
例を示し1日に1回は作り笑いでもいいから笑いま
しょうと話されました。
　2月 9日は地区大会でした。大雪のための欠席者
が多数の不思議な光景でした。
　2月 13日は恒例の沼津柿田川クラブとの合同例
会でした。この例会で頴川さんが入会されました。
　3月 29日は待ちに待った東京隅田川での花見例
会です。ＯＢの土佐さんも来て頂き楽しく風情の
あるひと時を過ごせました。
　4月 24日は沼津特別支援学校見学でした。学校
は私の家の裏にありますが、今まで入ったことも
なく、しかも生徒及び先生が周辺地域の方々のつ
ながりを切望していることを初めて知り地域社会
の人たちの理解と協力が必要なこと、無関心はだ
めだと知りました。
　5月 1日は名古さんのフルマラソン完走への道と
いうストイックな先生らしいお話でした。
　5月 22日は片岡アシスタントガバナーの期末訪
問で会員増強と退会防止に関するお話でした。そ
して先週6月 12日は新会員の室伏さんが入会され
ました。これで5人目。スポンサーは新会員の上
野さんでってくれました。今年度は理事のみなさ
んが本当にまじめに考えていただき、バックアッ
プしていただきました。特に奉仕プロジェクト委
員長の栗原さんには様々な企画を立て実行してい
ただきました。忙しくて大変だったと思います。
御礼を申し上げます。また、最後に幹事の芹沢さ
ん、芹沢さんは私が幹事をした時の前年度の会長
でわからないことがあるといつも芹沢さんに教え
ていただいた「先生」でした。今回、大先輩の芹
沢さんに幹事をお願いしたのはそういう経緯があ
りました。芹沢さんには申し訳ない気持ちと感謝
の気持ちでいっぱいです。
　しかし残念だったのは退会者が出てしまったこ
と、しかも私の入会時の会長であった尊敬する大
村さん。よく遊んでいただきました。とても寂し
いです。最後に会長挨拶をなるべく格調高くと考
えてましたが、浅学菲才な私のこと、みなさんに
は時間の無駄だったかもしれません。どうぞロー
タリーの友情に免じてお許しください。後1回で
す。みなさん、宜しく楽しくお願いします。
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一年を振り返って
　

　　　　　　　　　　　　　芹沢貞治

　RI会長　ロン･Ｒ･バートン、そして志田ガバ
ナーが提げたテーマ“ロータリーを実践し、みん
なに豊かな人生を”を受け、本村会長は、クラブ
テーマを“ロータリーで魅力的で豊かな人生を”
と決め新年度を向え、そして 5 名の増強を唱え
新年度を迎えました。年度初頭での抱負で“色々
な問題がおこることがあり、その時には「４つの
テスト」に基づいて解決したい”と言いましたが
そのようなこともなく無事に過ごすことができま
した。　　

　さて、先程の通り本年は 5 名の入会があり、
西クラブでは近年になく増強ができたことは、第
3 分区はもちろん、2620地区においても誇られる
事と思います。新会員の皆様には、それぞれ思い
出に残る入会記念日になった事と思います。土
屋･上野　両君は新年度最初の第1049回例会で
の、入会式でした。12月 12日ガバナー公式訪問
で、当クラブで初めてガバナーに、バッジを付け
てもらった下原さんは一生の思い出になった事と
思います。そして2月 12日の柿田川ロータリー
クラブとの二クラブ合同例会での、入会式は頴川
さんでした。室伏さんは6月12日、第1094回例
会でした。それぞれ新会員の方々の今後の活躍を
期待すると共に、私にとってもよい思い出として
残ると思います。

　思い返してみれば一昨年の組織作りより、本格
的に幹事としての仕務が始まったわけです
が、PETS や地区協議会に出席し、色々な準備に
追われ始めると前回の幹事経験は無しに等しく、
慌てて手続き要覧や、ロータリー関係の書物を読
み始めたしだいですので、会員の皆様には多々迷
惑を掛けたことと思います。

　さて今年度、無事終わることができるのは、何
よりも会員皆様の多大な協力と本村会長の強力な
指導力もさることながら理事の皆様の尽力があっ
ての事と思います。ロータリーでの奉仕の一番目
である、クラブ管理運営委員会は、特に毎週毎週
の例会での受付から始まり、各親睦活動では、芹
澤和子委員長の基、その団結力を発揮してもらい
ました。又、奉仕プロジェクト委員会に於いて
は、栗原委員長のロータリーでの長い経験による
様々な、職業･社会･国際とﾊﾞﾗﾝｽ良い奉仕活動を
実践してもらい、クラブとして、有意義な奉仕が

できました。会員増強委員会の宮口委員長に
は、5 名の入会で骨を折ってもらいました。毎週
の週報の発行、そして奉仕作業等での広報を、地
域の皆様に広く知らしめた杉山委員長の基でのク
ラブ広報委員会、そして今年度初めて申請した
“未来の夢計画“のロータリー財団委員会・・・
　
　今年度は沼津西 RC 始めてとなると思います
が、RI 会長賞を申請しました。これは編に会員
皆様のなによりの、奉仕活動の結果と思います。
そして皆様の協力の賜に感謝いたします。特に植
松副幹事、久松プログラム委員長には忙しい中指
導いただき、クラブ運営では多いに参考になるア
ドバイスを頂いた事感謝いたします。

　私にこのようなよい経験をさせていただいた本
村会長に感謝すると共に、次年度以降も西クラブ
の発展を祈念して 1 年間の思い出とさせていた
だきます。
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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。本日はさよなら例会です。

昨年の7月 4日第1049回例会をかわきりに本日第

1096回例会で最後の会長挨拶となります。48回の

会長挨拶にお付き合いいただきありがとうございま

した。会長挨拶の内容を調べたところ、ロータリー

関連が16回、自分の職業関連が8回、世の中のこ

とが12回、季節のことが6回、あとはその他でし

た。当初、月に1回はロータリーに関連することを

話すことを心掛けていましたが、世事に疎い私のこ

と、話のネタにきれてしまい結果的にロータリーの

話題に助けられたことになりました。ところで私の

この1年間は、いままでの会長さんも同じだったと

思いますが、ロータリーを最優先にしてきました。

そのため正直仕事も犠牲にしなければならないこと

が多々ありました。よく患者さんに言われました。

「昨日病院来たけど休みだったよ。」そのたびに

ロータリーのために仕事が犠牲になり、職業奉仕を

1番としているロータリーの立場とのギャップを感

じましたが、会長としての職務はその仕事を超えた

有用なことであるとの考えで折り合いをつけてやっ

てきました。そして今最後の例会に元気で立ってい

ることができていますことは何よりの喜びです。

　また会の運営も芹澤幹事を始め理事、役員の皆さ

んが私の期待以上の働きをしてくださいまして、ま

た会員の皆様にも協力していただき年次計画もしっ

かりこなすことができ感謝しております。今年は新

入会員も5名も入っていただきました。この新入会

員をがっかりさせないように来年度もさらに充実し

た楽しい活動を宜しくお願いします。会員数は5年

ぶりに2008－2009年度末の会員数と並んだようで

す。しかしまだまだです。楽しい活動や意義のある

いい意味目立つ活動をする事は、魅力的なクラブづ

くりにつながります。来年に期待します。ともあれ

無事に1年間過ごせました。会員及びご協力いただ

いた御家族の皆様、また事務局の川口さんに感謝し、

私の今年度最後の会長挨拶とさせていただきます。

皆様、1年間ありがとうございました。

　　　　　　　7月のプログラム

1097回 12:30

07月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会長・幹事・他の抱負　　理事会②

1098回 12:30
07月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐 
期首訪問　稲葉邦文ガバナー補佐

1099回 18:30
07月19日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　  前年度会長・
幹事慰労会 クラブ管理運営委員会

1100回 12:30
11月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会① 
前年度決算報告

1101回 12:30
07月29日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　ガバナー訪問 
岡本一八ｶﾞﾊﾞﾅｰ 移動例会 曜日変更

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1096回 25名 23名  -   92.00%

1094回 25名 20名 0名   83.33%

●欠席者（2名）

　鈴木良則・尾島康夫

●他クラブへの出席者

本村文一、芹澤貞治、芹澤和子、植松　正（6/14 

会長、幹事会）

会　　　長 本村文一 幹　　　事 芹澤貞治

広報委員長 杉山真一 編　集　者 杉山真一

◆◆第1096例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

さよなら例会



　

2

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.大村保二：大変長い間、お世話になりました。沼津西
RCの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
2.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうございます。
3.本村文一：一年間、御協力いただきまことに、ありがと
うございました。
4.芹澤貞治：一年間、無事に過ぎました事は、皆様の協力
と感謝いたします。
5.鈴木博行：会長、幹事、一年間、ご苦労様でした。私も、
本日の出席によりロータリー在席 30年になりました。今
後もよろしく、お願い致します。

本村会長、芹澤貞治幹事、1年間ご苦労様でした。
6.芹澤和子：7.植松　正：8.伊縫文哉：9.宮島賢次：
10.名古良輔：11.久松　但：12.井上武雄：13.栗原侑男：
14.渡邉亀一：15.鈴木良則：16.成田みちよ：
17.杉山真一：18.重光純：19.田村治義：20.土屋昌之：
21上野祥行：22.下原満知子：23.頴川ゆう子：
24.名古良輔：六月、月間走行距離 100キロ、2012年 7月
以来、通算 2,000キロになりました。　

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①沼津柿田川ロータリークラブ
　7月14日(月)　例会変更・夜間例会
　7月21日(月)　祝日休会　MU受付は14日のみとします。
2.連絡、報告事項

①次週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。

②７月19日(土)の前年度会長・幹事慰労会と７月29日 

(火)のガバナー公式訪問の出欠席を記入願います。　

さよなら例会

本村会長より芹澤次年度会長に恒例のジャケット交換

開会の言葉は本日で最後の例会になる大村保二君

  乾杯は上野祥行君　　　　司会は成田みちよ君

　　　　　　　　　　Aテーブル

　　　　       　　Bテーブル

　　　　　　　　　　Cテーブル

　　　　　　　　　Dテーブル

　　　最後はｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰを囲んで手に手で




