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　　　　　　　　　芹澤和子 会長

 　　　　　　　　　皆様こんにちは。沼津北 

　　　　　　　　 クラブ杉山会長、鈴木幹事 

                 ようこそいらっしゃいまし

                  た。

　本日は2014年度～2015年度最初の例会であり、

私が24代目会長としての初めての例会です。これ

から1年間会長としての重責を荷うことに大変緊

張しております。

　本村前会長、芹澤前幹事ご苦労様でした。今年

度会長としての勉強をさせていただくために、1

年背中を追い続けてまいりまして、本当にご苦労

を感じました。後日慰労の宴がございます。その

折、沢山のお話を聞かせて頂きたいと思います。

　歴代会長のお名前等を拝見致しまして、私のよ

うなものが、格調高い西ロータリークラブの会長

として、名前を連ねて良いものか? と随分悩みま

しが､会長として1年間、明るく楽しく、会員同士

が沢山のコミュニケーションを取り、沢山の情報

交換の場所つくり、人の和を作りたいと思います。

　と、挨拶をしておりましても、心は緊張、口は

回らず、体は震えております。本来なら、1回目

の会長挨拶です。会長としての抱負等述べるべき

と思いますが、後程、機会をいただいております

ので、挨拶はこの位にいたします。

　会長職を、考えてもおりませんでしたので、経

験不足、勉強不足、人間的にもまだまだ不足だら

けです。この1年で、沢山の経験、沢山の心の触

れ合いにより、一回り大きくなりたいと思います。

良い勉強の機会を与えていただきましたことに感

謝し、会員の皆様に助けられながら、一歩一歩私

らしく歩きますので、よろしくお願い致します。

これをもちまして会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　7月のプログラム

1098回 12:30 
7月10日(木)

クラブ協議会①
稲葉邦文ガバナー補佐期首訪問

1099回 18:30 
7月19日(土)

前年度会長・幹事慰労会
クラブ管理運営委員会 曜日変更

1100回 12:30
7月24日(木)

クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

1101回 12:30
7月29日(火)

ガバナー訪問　岡本一八ガバナー 
移動例会 曜日変更

　　　　　　　8月のプログラム

1102回 18:30 
8月7日(木)

納涼家族例会
クラブ管理運営委員会　時間変更

8月14日(木) 裁量休会

1103回 18:30
8月21日(木)

クラブフォーラム①
会員増強･維持委員会　夜間例会

1104回 12:30 
8月28日(木)

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会報告　加藤学園IAC 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.杉山栄一様：沼津北RC

2.鈴木幸彦様：沼津北RC

★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1097回 24名 21名 -   87.50%

1095回 24名 18名 2   83.33%

●欠席者(3名)

　成田みちよ、芹澤貞治、土屋昌之

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

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
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

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　■■

会長・幹事・他の抱負

2014～2015年度

第24巻1号
2014年7月3日

◆◆第1097例会　会長挨拶◆◆
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●他クラブへの出席者

　芹澤和子、植松　正、田村治義、杉山真一、

上野祥行、頴川ゆう子、室伏博子 (7/1沼津北RC)

●スマイル報告（本日のスマイル 23,000円）

1.杉山栄一様(沼津北RC)：1年間よろしくお願い 

  します。

2.鈴木幸彦様(沼津北RC)：1年間よろしくお願い

  します。

3.芹澤和子：本年度、よろしくお願い致します。

4.植松　正：１年間よろしくお願いします。

　芹澤和子会長、植松幹事、一年間、よろしくお
願いします。

5.本村文一：6.宮島賢次：7.田村治義：8.杉山真
一：9.芹澤貞治：10.成田みちよ：11.宮口雅仁：
12.久松但：13.鈴木良則：14.上野祥行：15.頴川
ゆう子：16.重光純：17.尾島康夫：18.下原満知
子：19.名古良輔：20.伊縫文哉：21.井上武雄

22.芹澤貞治：本日は、新年早速、欠席ですみま

  せん。

幹　事　報　告

1.連絡、報告事項

①例会終了後、理事会がありますので、理事の方 

　は出席をお願い致します。

②前年度各委員長は、2013～2014年度委員会活動

　報告の原稿を、7月10日（木）までに幹事また

　は事務局まで提出願います。

③7月のロータリーレートは、1ドル=102円です。

理 事 会 報 告

1.協議事項

①8月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長 

　田村治義君　⇒了承

②納涼例会の件

　クラブ管理運営委員長　田村治義君

・委員会の提案のとおり⇒承認

　会場 ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 芝生広場（ﾋﾞﾔｶﾞｰﾃﾞﾝ）

③納涼例会に友人・知人同伴例会を施行したい　

  会員増強･維持委員長　本村文一君

・委員会の提案のとおり⇒承認

2.その他連絡事項

  10月16日開催予定の沼津4RC合同例会について

　当クラブがホストクラブの為、次回の 8月7日

(木)の理事会にクラブ管理運営委員会は予算書を
提出してほしい。

会員卓話　　新年度の抱負

◇ 会長　芹澤和子

　本年度ゲイリーC.K.ホァン国際ロータリー会長
のテーマーは「ロータリーに輝きを」です。その
テーマーに沿って本年度クラブテーマーは「ロー
タリーで未来の夢を実現しよう」と致しました。
クラブにおいて、沢山の経験をした仲間に出会い、
例会、そしてテーブル会などで自分自身の夢に関
する情報を交換し、未来の夢を実現できたら良い
と思います。　

　ロータリーの奉仕の精神で、地域の社会奉仕を
地域住民のための活動を通して、ロータリーを知
ってもらう。又、女性会員５名在籍で、女性の感
性豊かで、細かな気配りが風として吹いてきまし
た。クラブの基であるクラブ管理運営委員会の親
睦、受付等も一味違ってくると思います。例会で
はロータリーの目的の唱和により全会員が目的の
再認識をすること。会員増強は次期に控えている
30周年記念に向かって30名を目標とすること。
IAC活動に積極支援することなど、沢山の活動と
抱負を述べましたが、全て会員全体の支援の上で
成り立ちます。

　皆様のご支援、ご協力、心よりお願い申し上げ
ます。

◇ 幹事　植松　正

　2007～2008年度の渡邉会長

の時以来、7年振り2度目の幹

事を務めることになりました。

　

　前回は、入会3年目で無我夢中でしたが、それ
でもCLP（クラブリーダーシッププラン）導入に
伴うクラブ細則の原案作成や、様々な地区行事で
の他クラブとの交流を通じ、ロータリーに対する
見識や理解が深まり、貴重な経験を積むことがで
きたと感謝しております。

　今回幹事を引受けるに当たり、三つの目標をた
てました。①自身のホーム出席100%。②クラブテ
ーマ「ロータリーで未来の夢を実現しよう」に沿
った、具体的活動が図れるよう芹澤会長をサポー
トする。③3度目の幹事になることのないよう若
手育成や会員増強に努める。の以上です。

　当クラブが25周年に向け飛躍できるよう、芹澤
会長の女房役ならぬ孝行息子役として頑張ります
ので、皆様のご支援・ご指導お願いいたします。

◇ 副会長　田村治義

　2014～2015年度副会長職を

担当します田村で御座います。

　

　芹澤和子会長の「ロータリーで未来の夢を実現
しよう」のクラブテーマの下、会長の掲げた四つ
の活動方針の達成を副会長として、2012年に入会
したばかりの私には、ロータリーの知識も浅く経
験も足りませんが全ての会員の皆様のご指導とご
協力を賜りながら勉強して参りたいと思いますの
で宜しくお願い申し上げます。また、その為には
クラブ管理運営委員長として①プログラム②親睦
③出席の各機能を委員の皆様と充分なコミュニケ
ーションを図り、クラブの効果的な運営を目指し
て行きたいと思います。また次年度の予定を述べ
るのは時期尚早かとは思いますが、2015－2016年
度には沼津西クラブから芹澤貞治ガバナー補佐が
選出されます。従いＩＭも当クラブが担当させて
頂くことになります。その他にＩＡＣ指導者講習
会や25周年記念行事が予定されており、今年度か
らの組織体制作りが必要になって参りますので、
皆様にダブル＆トリプルのお役をお願い致すこと
になりますが「はい又はイエス」のお返事を頂け
ますようお願い申し上げまして、新年度の抱負と
させて頂きます。
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　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

本日は静岡第3分区バガナー補佐稲葉様、事務

局の井上様が期首訪問で、いらっしゃっておりま

す。後程ご指導のほど、よろしくお願いいたしま

す。又遠く熊本からビジターで、寿崎様もお見え

になっております。

本日は台風8号が時速25キロで接近しており、

大変な被害を及ぼしております。十分お気をつけ

てください。

さて、私はダンスを趣味としております。そ

の関係で、重心のイメージの話をいたします。重

心とは地面に対して力がかかる作用点です。ス

ポーツ時、歩く、自転車を漕ぐ、等の動作にはほ

とんどの人が、上げた足の反対側に重心がかかる

といいます。一連の動きの中で重心が反対の足に

移ることもあります。その結果重心のイメージを

地面から伸びる縦の線で、とらえる人が多いので

はないでしょうか?立っているときは足から上に

太い線で伸び、横になると頭から足先の太い線で

す。ですが、重心を点で捉えてください。常に重

心は同じところです。胸の奥の方という感じで

す。重心が定まっていることで、次の動きがス

ムーズになる気がします。歩くときは胸の奥に重

心を置くイメージを持つことにより、足の付け根

から歩き、足を前に出すために後ろ足の動きが大

事ということもわかります。体もぶれません。重

心という文字をみたら、心に体の動きの重さを感

じる事だと思います。我流の部分もありますが、

体がどんな時も瞬時に動くメリットは大切です。

試してみてください。以上、会長挨拶といたしま

す。

　　　　　　　

　　　　　　　7月のプログラム

1099回 18:30 
7月19日(土)

前年度会長・幹事慰労会
クラブ管理運営委員会 曜日変更

1100回 12:30
7月24日(木)

クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

1101回 12:30
7月29日(火)

ガバナー訪問　岡本一八ガバナー 
移動例会 曜日変更

　　　　　　　8月のプログラム

1102回 18:30 
8月7日(木)

納涼家族例会
クラブ管理運営委員会　時間変更

8月14日(木) 裁量休会

1103回 18:30
8月21日(木)

クラブフォーラム①
会員増強･維持委員会　夜間例会

1104回 12:30 
8月28日(木)

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会報告　加藤学園IAC 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.稲葉邦文ガバナー補佐：新富士RC

2.井上晴雄ガバナー補佐事務局：新富士RC

●ビジター

1.寿崎　肇様：熊本南RC

★出席報告（会員総数 24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1098回 24名 20名 -   83.33%

1096回 25名 23名 -   92.00%

●欠席者 (4名)

　頴川ゆう子､伊縫文哉､下原満知子､成田みちよ

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

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
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

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　■■

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首訪問　稲葉邦文ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

2014～2015年度

第24巻2号
2014年7月10日

◆◆第1098例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告（本日のスマイル 31,330円）

1.寿崎肇様(熊本南RC)：

  初の例会出席で、沼津西

  RCのバナーを頂き恐縮し

  感激しております。あり

  がとうございました。

2.芹澤和子：稲葉ガバナー補佐、井上事務局、本

  日は、よろしくお願い致します。

3.植松正、4.杉山真一、5.井上武雄

6.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございます。

7.渡邉亀一：入会記念日のお祝いありがとうござ 
います。

8.久松但､9.宮口雅仁､10.杉山真一､11.土屋昌之、
　12.上野祥行

13.名古良輔：7/6横浜の街を3時間走り抜けまし 

　 た。

14.鈴木良則：杉山真一さん、明日、駐車場をお

　 借りします。よろしくお願いします。

15.沼津西RC：前年度、理事慰労会の残金です。

16.重光　純：遅刻しました。すみません。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北ロータリークラブ

　7月22日(火)夜間例会(前年度会長幹事慰労会)

　7月29日(火)沼津西クラブと合同例会(ガバナー

             公式訪問）

　8月12日(火)裁量休会

2.報告・連絡事項

①次週例会は、前年度会長・幹事慰労会です。曜

  日変更（17日(木)→19日(土)）となっています

  ので、ご注意願います。

②上期会費納入を7月31日(木)迄にお願いします｡

③吉原ロータリークラブより。創立60周年を迎え

　るにあたり、７月１日より「富士山吉原ロータ

　リークラブ」に変更することになりました。

④納涼例会の出欠席を、記入ください。

⑤「ロータリーの友」電子版のご案内。

　電子版の閲覧方法について、ロータリーの友の
ホームページの「ロータリーの友」の電子版をク
リック。ID、パスワードとも、”rotary”。

ガバナー補佐 期首訪問 挨拶

                       稲葉邦文ガバナー補佐

                                  (新富士RC)

 2014-2015年度静岡第3分区ガバナー補佐を仰せ

つかりました「田子の浦ゆ うち出てみれば･･･」

の山部赤人の歌碑がある富士市の新富士ロータリ

ークラブに所属しております稲葉邦文と申します。

この重大な任務を全うするには皆様のご理解とご

協力が不可欠です。この1年間よろしくお願い申

し上げます。

　2014-2015年度、ゲイリーC・KホアンRI会長は

「ロータリーに輝きを」(Light Up Rotary)とい

うテーマを掲げました。ロータリーをどう輝かせ

るか、自分のろうそくをどう灯すかは、皆さん次

第です。自分が何を得意とするかはご自身がよく

ご存じのはずです。そのために｢ロータリーデー｣

の開催を提案しました。ロータリーデーを実施し

地域にロータリーの意義を広めて頂きたい。

　岡本ガバナーは、過去からの踏襲ではなく未来

目線で新たなクラブ奉仕にチャレンジする為の 7

項目を掲げられました。その中でも会員増強を最

優先課題にしております。新会員200名の増員、

レディース委員会を設置し女性会員の拡大を図る

と申しておりますが、沼津西RCには会員増強も女

性会員拡大も既に実施しており何も言うことはあ

りません。日頃の地道な活動の表れであると思い

ます。ロータリークラブは、各クラブ個々の活動

が大事でありクラブが輝きを持つには、会員一人

一人自らが輝くことです。

  委員会活動では、「会員の為になっているか、

会員増強になるか、寄付がいくら増えるか、長く

続くか」を考え活動していただきたい。

また、ロータリーの目的4本柱を実践することに

より輝きを持つ事が出来ます。

  沼津西RCの更なるご活躍ご発展をお祈り申し上

げます。

 

        井上晴雄ガバナー   稲葉邦文ガバナー

        補佐事務局         補佐

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

本村（④）＋１ 室伏（２，１） 大村（　１　）

土屋（　３　） 上野（　④　） 渡邉（　④　）

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

宮口(　④　）

名古(　④　) 成田（　３　) 尾島（　２　) 芹澤貞（④)＋１

芹澤和（④)＋１ 重光（　④　) 下原(　３　) 杉山(　④　) 鈴木博(④)＋１ 鈴木良(　１　) 田村(　④　)

植松(④)＋１

例会出席％　87 . 50　% 地区報告％　89 .  58 　%

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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　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

皆様　こんばんは。本日は、前年度会長・幹

事慰労例会です。本村前会長、芹沢前幹事、1年

間お疲れ様でした。新入会員5名の入会と、隅田

川の花見例会など大変良い1年でした。本日は労

をねぎらい楽しくお過ごしください。13日は会員

増強維持セミナーに本村さんと、19日はロータリ

財団セミナーに宮島さんと行ってまいりました。

後日報告のほど、よろしくお願いいたします。17

日下原さんのメーキャップで、会員数62名の御殿

場クラブに行き、大変勉強になりました。

さて、7月21日は祝日海の日です。1986年7月

20日明治天皇が東北巡幸の帰途、灯台視察船明治

丸で函館を経て、横浜に帰着されたことにちなん

で、1941年に海の記念日と定めました。1996年

「海の恩恵に感謝すると共に海洋国日本の繁栄を

願う日」として、7月20日が国民の祝日｢海の日」

となりました｡その後の祝日改正により、2003年

から「海の日」は7月第三月曜日となっておりま

す。

私達の国は四方を海に囲まれた海洋国で、は

るか昔から外国からの文化の伝来、人の往来、物

の輸送、産業、生活等の各分野に渡り、海に深く

かかわり、沢山の恩恵を受けております。一方、

海は自然の世界です。東北大震災の津波、韓国の

セウォル号水難事故のように自然界の海の災害

は、人間の力が遠く及ぶものではありません。海

とともに暮らす島国日本は、きれいに果てしない

海が、時に私達に海の怖さを教えます。改めて私

達は、海を知って、又海に感謝をして、海の日を

祝いたいと思います。我がクラブで、活動してお

ります千本浜清掃は、海への感謝の気持ちの表れ

だと感じます。　　　　　　

　　　　　　　7月のプログラム

1100回 12:30
7月24日(木)

クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

1101回 12:30
7月29日(火)

ガバナー訪問　岡本一八ガバナー 
移動例会 曜日変更

　　　　　　　8月のプログラム

1102回 18:30 
8月7日(木)

納涼家族例会
クラブ管理運営委員会　時間変更

8月14日(木) 裁量休会

1103回 18:30
8月21日(木)

クラブフォーラム①
会員増強･維持委員会　夜間例会

1104回 12:30 
8月28日(木)

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会報告　加藤学園IAC 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

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

1099回 24名 18名 -   75.00%

1097回 24名 21名 -   87.50%

●欠席者(6名)

　伊縫文哉、宮口雅仁、尾島康夫、重光　純、

　鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　名古良輔（7/12　米山梅吉記念館）芹澤和子、

本村文一（7/13　地区会員増強セミナー）

　重光　純、渡邉亀一（7/14　沼津柿田川RC） 

芹澤和子、宮島賢次（7/19　地区財団セミナー）

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

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
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

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　■■

前年度会長・幹事慰労会

2014～2015年度

第24巻3号
2014年7月19日

◆◆第1099例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告（本日のスマイル 39,000円）

1.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

2.土屋昌之：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

3.本村文一：一年間、御協力いただきまして、あ

　りがとうございました。

4.芹澤貞治：一年間の協力に感謝いたします。本

　日は、慰労会、ありがとうございます。

5.芹澤和子：会長、幹事、ごくろう様でした。

6.栗原侑男：本村前会長、芹澤前幹事、一年間ご

　苦労様でした。今日はゆっくりして下さい。

本村会長､芹澤幹事､一年間御苦労さまでした。：

　7.名古良輔、8.久松　但、9.井上武雄、

10.植松　正、11.宮島賢次、12.杉山真一、

13.成田みちよ、14.田村治義、15.上野祥行、

16.土屋昌之、17.頴川ゆう子

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

　8月05日（火）　納涼例会～グリーンホテル

　8月12日（火）　特別休会

2.報告・連絡事項

①納涼例会の出欠席を、記入ください。

 前年度会長・幹事慰労会

幹事　植松　正　

 

　本年度の前年度会長・幹事慰労会は、主賓の意

向により例会場であるニューウェルサンピア沼津

にて開催されました。

　久松但君の開会挨拶、井上武雄君の乾杯ではじ

まり、芹澤和子会長より本村前会長、芹澤貞治前

幹事に記念品が贈呈されました。

　                       

　

　その後、歌手の佐藤美奈子さんの美しい歌声を

聞きながら、大いに宴席は盛り上がり、最後に、

ソングリーダーの頴川ゆう子君の指揮で「手に手

つないで」を唄い、田村副会長の挨拶にて閉会と

なりました。

＝編集後記＝

　前年度会長・幹事慰労会は、梅雨明け前とあっ

て、少し涼しかったですね。

　梅雨明けは、21日となりましたが、これから暑

い夏を迎えます。今年も40度を超えることがある

のでしょうか。熱中症など、命にかかわりますか

らエアコン無しでは、眠れそうにもないですね。

（編集担当　久松　但）
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　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

今日は私の専門職である生命保険募集時の義

務のお話をしたいとおもいます。

日本の生命保険事業の始まりは慶應義塾大学

創始者福沢諭吉がヨーロッパの「近代的保険制

度」を紹介し、1881年に福沢諭吉門下生安部泰造

により日本最初の近代的生命保険会社である明治

生命が設立されました。その後明治31年32年まで

に40社に及ぶ生命保険会社及び類似会社が出来、

競争の激化で無理募集義理募集を行い生命保険会

社に非難が集まりました。その結果明治32年現在

の生命保険協会の前進ができ、ドイツの保険監督

法にのっとり保険業法が設定されました。

保険募集人登録をして、保険の仕事を生業と

している、全ての人は保険業法300条において保

険契約締結、保険募集に関する禁止行為という必

ず守らなければならない法律があります。生命保

険は日常おこるリスク、将来おこるリスク、に対

して大勢の人が公平に保険料を負担しあい、いざ

という時に給付、保険金を受けるという相互扶助

の理念から成り立っています。

ところが沢山の人々の中には身体上のリス

ク、環境的リスク、道徳的リスクがある人がおり

ます。そのリスクのある人が全くリスクのない人

と同じ条件で、生命保険に加入すると、保険制度

の健全な運営ができなくなり契約者間の公平が保

たれなくなります。

保険制度を悪用して、保険金や給付金を不当

に得ようとして社会的に大きな問題になっており

ます。

保険契約を締結するときには、重要事項があ

りその中に告知義務があります。被保険者(保険

の対象者)は身体上、健康状態を告知する必要が

あり、告知は被保険者の義務です。告知義務違反

の場合、保険金、給付金受け取りの際支払いの対

象にならない場合もあります。又、保険契約取り

消しになる場合もあります。保険募集人は既往症

など、又現症などの告知をしないように勧めるこ

とは保険業法違反の対象になります。健全な保険

契約募集と健全な保険加入者の告知は生命保険会

社の、本来目的を遂行するための一つの手段で

す。本日は生命保険に関するほんの一部のお話を

いたしました。

　　　　　　　7月のプログラム

1101回 12:30
7月29日(火)

ガバナー訪問　岡本一八ガバナー 
移動例会 曜日変更

　　　　　　　8月のプログラム

1102回 18:30 
8月7日(木)

納涼家族例会
クラブ管理運営委員会　時間変更

8月14日(木) 裁量休会

1103回 18:30
8月21日(木)

クラブフォーラム①
会員増強･維持委員会　夜間例会

1104回 12:30 
8月28日(木)

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会報告　加藤学園IAC 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

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

1100回 24名 22名 -   91.67%

1098回 24名 20名 1名   87.50%

●ビジター

1.内野　聡様：沼津北ＲＣ

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

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
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

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　前年度決算報告

2014～2015年度

第24巻4号
2014年7月24日

◆◆第1100例会　会長挨拶◆◆
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●欠席者(2名)

　宮島賢次、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　鈴木良則（7/12　米山梅吉記念館）

　芹澤和子、下原満知子（7/17　御殿場RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 18,000円）

1.尾島康夫：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

2.本村文一：本日は、前年度事業報告です。各委

　員長さん、よろしくお願いします。

3.鈴木良則：暑中見舞い、申し上げます。

4.鈴木博行：30年間100%出席表彰、ありがとうご

　ざいます。

5.栗原侑男：20年間100%出席表彰、ありがとうご

　ざいます。

　出席表彰、ありがとうございます。：

6.本村文一、7.芹澤貞治、8.名古良輔、9.久松 

　但、10.井上武雄、11.植松　正、12.杉山真一、

　13.重光　純、14.田村治義

15.成田みちよ：所用につき、早退させていただ

　きます。

●本村年度出席表彰

○ホームクラブ　100％

　　本村文一君、

　　芹澤貞治君、

　　栗原侑男君、

    植松　正君、杉山真一君　

○最多出席者

　本村文一君 （59回）、芹澤貞治君（59回）

○100％　累積

　  30年　鈴木博行君、 

　  20年　栗原侑男君、　　　　　　　　

　   5年　杉山真一君　

○100％出席（13名）　　　　　　　　　　 

　  久松  但君、井上武雄君、栗原侑男君、

    宮島賢次君、本村文一君、名古良輔君、

    芹澤貞治君、重光　純君、杉山真一君、

    鈴木博行君、田村治義君、植松　正君、

    渡邉亀一君　　　　　　

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

　8月13日（水）特別裁量休会

  （メーキャップ受付はありません）

　8月27日（水）早朝例会

  （メーキャップ受付：12：00～13：00）

②富士ロータリークラブ

 　8月06日(水)→夜間例会　グリーンホテル  

  MU受付はグランドホテルフロント12:30～13:30

2.報告・連絡事項

①次週例会は、31日(木)→29日(火)沼津リバーサ

  イドホテルにて、沼津北クラブ合同で岡本ガバ

  ナー公式訪問です。

 クラブ協議会　前年度決算報告

前年度幹事　　芹沢 貞治

・2013～2014年度　事業

　活動･決算報告を前年度

　各委員長より発表して

　もらいました。

　　まず、本村会長より、多くの新会員の入会も

　あり充実した年度であった事と、色々な親睦活

　動が出来たことを会員に対しお礼がありました。

・クラブ管理委員会は卓話者で悩むプログラムも

　スムーズに行き出席では100％出席が6回あった

　親睦は７回の活動を行い、特に3月29日の花見

　では初めての東京･墨田川での思い出深い例会

　となった。

・クラブ広報委員会は、毎週の週報の発行が遅れ

　ることなく出来たこと、そして新しいソフトへ

　の移行がすみやかに出来たこと。広報は２回の

　奉仕事業を静岡新聞と沼津朝日に掲載を依頼、

　そして実現した。

・会員増強維持委員会は近年にない５名の入会、

　そして純増４名が達成できた。

・奉仕プロジェクト委員会では、今年度数多い奉

　仕活動ができた。新に沼津特別支援学校との交

　わりが始まり、今後の発展･継続に期待したい。

　そして鯉に変わり鮒を放流した沼川での奉仕作

　業では多くの鮒が根付くことが期待できるとの

　報告があった。

・ロータリー財団委員会は今年度初めて“末来の

　夢計画”で地区補助金の申請をした。米山奨学

　会では、例年通り米山奨学生に卓活を頂いた。

・S･A･A

　秩序ある例会とすることに務められた、又毎月

　の理事会に出席して各委員会との連絡を密にし

　て、スムーズな進行ができた。

・会計報告では、会員が増えた事で、収入･支出

　共増えたが、おおむね予算内であったことの報

　告があった。
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　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

皆様こんにちは。　本日は2620地区の岡本ガ

バナーの公式訪問です。岡本ガバナー、稲葉ガバ

ナー補佐、石原地区幹事、石津地区幹事補佐、ご

訪問いただきましてありがとうございます。後程

RI 会長方針、ガバナー地区目標について、お話

をよろしくお願いいたします。

沼津北ロータリークラブの皆様、本日はよろ

しくお願いいたします。私は17日、静岡第2分区

御殿場クラブにメーキャップいたしました際、岡

本ガバナー公式訪問でしたので、幸いなことに卓

話を拝聴することが出来ました。

ガバナー訪問、ガバナー補佐訪問、地区協議

会、次期会長幹事研修会などは、ロータリーの年

中行事なのではないかと思います。

年中行事とは年間の折り目ごとに行われてい

る行事であり、人間が集団生活を送るところには

必ず成立するしきたりです。日本は世界的に珍し

いほど年中行事がある国だといわれてます。これ

は日本が四季の変化に恵まれており、日本人がそ

の変化に合わせて生きてきたからだといえます。

年中行事には我々の先祖から築いてきた知恵や考

え方がしみ込んでいます。そして、さまざまな伝

説や神話が潜んでおります。春は芽吹きと成長を

願い、夏は疫病退散を願うお祭り、秋には収穫を

祝う。冬には来季の豊穣を念じ、1年の無事に感

謝をする。という行事により季節を感じ、自然に

感謝をして、先祖を敬い神に感謝をしながら、日

本人独特の祈りの声、鐘の響き、お祭りの衣装の

色彩、お香のにおい、家族の和は、世の中がどん

なに変化しても、大切に守らなければならない行

事だと思います。

年中行事により、気候や自然界の変化から大

切な、啓示や吉兆のサインを読み取り自然ととも

に生き抜いてゆく上では、大切なことです。

皆様　年中行事が、年間何回あるかご存知で

しょうか?

　　　　　　　8月のプログラム

1102回 18:30 
8月7日(木)

納涼家族例会
クラブ管理運営委員会　時間変更

8月14日(木) 裁量休会

1103回 18:30
8月21日(木)

クラブフォーラム①
会員増強･維持委員会　夜間例会

1104回 12:30 
8月28日(木)

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会報告　加藤学園IAC 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

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

1101回 24名 18名 -   75.00%

1099回 24名 18名 3名   87.50%

●ゲスト

1.2014-15年度国際ロータリー第2620地区

　岡本一八ガバナー（浜松北RC）

2.2014-15年度国際ロータリー第2620地区

　石原　実地区幹事（浜松北RC）

3.2014-15年度国際ロータリー第2620地区

　石津匡美地区幹事補佐（浜松北RC）

4.2014-15年度国際ロータリー第2620地区

　静岡第3分区稲葉邦文（新富士RC）

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 久松　但

ロータリーに輝きをロータリーに輝きを

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
　　E-mail ●numawestrc@ny.thn.ne.jp

● クラブテーマ ●

   ロータリーで未来の夢を実現しよう

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　■■

ガバナー訪問 岡本一八ガバナー
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●ビジター

1.渡邉　妙子様：三島ＲＣ

●欠席者(6名)

　本村文一、室伏博子、尾島康夫、土屋昌之、

　成田みちよ、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　芹澤和子（7/29　ガバナーと懇談会）

●スマイル報告（本日のスマイル　4,000円）

　岡本ガバナー、石原地区幹事、本日は、よろし

くお願い致します。：

1.芹澤和子、2.植松正、3.田村治義、4.杉山真一 

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　8月15日（金）裁量休会

（メーキャップの受付はありません）

②富士宮西ロータリークラブ

　8月15日(金)特別休会

　8月22日(金)例会変更：富士山環境保全  

③富士山吉原ロータリークラブ

　8月14日(木)特別休会

（メーキャップの受付はありません）

2.報告・連絡事項

①次週は、例会前に理事会を行いますので、理事

　の方は出席・協議資料の提出をお願いします。

②8月のロータリーレートは、1ドル=102円です。

 ガバナー公式訪問　岡本一八ガバナー

岡本一八ガバナー

　　　　　　　　　　本年度の第2620地区ガバナ 

　　　　　　　　　　ーになりました岡本一八で

　　　　　　　　　　す。

　今日は、二つのクラブの合同例会ですが、RI 

では合同例会を推奨しています。合同例会は、両

クラブの懇親にもなるからです。

　RI 会長の「ロータリーに輝きを」というメッ

セージは、ロータリアン１人１人が輝きなさいと

いうことです。ロータリーの基本は、職業奉仕で

あり、それは長くビジネスで儲ける、ということ

につながっています。

　RI 会長からは、会員増強と寄付金をいわれて

います。会員増強の今年の目標は新会員200名の

入会です。会員数を200名純増しなさいと言って

いるのではありません。30人のクラブで２人、60

人のクラブで４人の新会員を入会させるというこ

とです。ロータリーに入れば、一流になる。一流

の中に入れば、一流になる。つまり、ロータリー

は、人を育てる育成組織なのです。

　ロータリーでは、毎週例会に出席する。週１時

間コントロールできなければ、一流とはいえませ

ん。ロータリーの中にビジネスの情報があり、こ

れをつかむために例会があるのです。

　また、ロータリーは、会員が平等であり、交代

で役回りがやってきます。職業は真剣に、ロータ

リーはまじめにやることです。人のために奉仕を

し、友人を作り、ビジネスの情報をつかむ、これ

がロータリーです。本日は、どうもありがとうご

ざいました。

　　　　　　　　　　　沼津北ロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　杉山栄一会長

　　　　　　　　　　本日は岡本一八ガバナーの 

　　　　　　　　　　公式訪問です。

　暑い中、遠路沼津にお越しいただき心より感謝

申し上げます。後程の卓話の時間で、ゆっくりと

会員の皆様とお話を伺いたいと存じます。

　去る７月12日（日）、2620地区会員増強委員会

セミナーに出席した折り、沼津クラブの吉野会員

が、首から数を数えるカウンターを下げておりま

した。「それは、何ですか？」と尋ねますと、「

“ありがとう”をカウントしていて、100万回を

目標にしています。現在まで15万回の“ありがと

う”をカウントしました。」とのことでした。ど

んな時にカウントをしているのか尋ねると、大き

く分けて３種類の“ありがとう”があるとのこと

です。１つ目は、例えば誰かにお世話になり御礼

の意味をこめて“ありがとう”、２つ目は、例え

ばあなたに会えて感謝を込めて“ありがとう”、

３つ目は、これはちょっと難しくて、例えば急に

車に割り込まれ「ムッ」した時でも、交通事故に

ならずに済んで、大難が小難、小難が無難であっ

たと“ありがとう”ということで、その都度押し

ているとのことです。最初はちょっと難しいです

が、慣れてくると落ち着いた気持ちになれますよ、

と心穏やかに話していただきました。私は数える

カウンターを持ち合わせておりませんので、せめ

て心のカウンターに打ち込もうと思います。

本日こうして会長挨拶ができますことにも感謝を

込めて「ありがとうございます」また、後程岡本

ガバナーの卓話を拝聴できますことにも「ありが

とうございます」またさらに「ありがとうござい

ます」が打ち込めるように磨きをかけたいと思い

ます。




