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　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

皆様 こんばんは。本日は今年度初めての家族
同伴の納涼例会です。又会員増強維持委員会の友
人同伴例会でもあります。ゲストの皆様、ご家族
の皆様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくり
お楽しみください。

ご家族の皆様に於いては日頃のロータリー活動
にご理解と、ご協力いただきまして感謝しており
ます。

この例会の企画、実行をしていただきました、
クラブ管理運営委員会の皆様ご苦労様です。本日
は少し勝手に、私個人の話をさせてください。私
はボランティア活動の一つとして、数年前から下
手な歌を老人ホームで唄っております。本日午前
中も施設の納涼祭で歌いました。うれしいのはア
ンコールがあることです。自分勝手な自慢です。
歌の力はすごいと思います。認知症の人が、曲に
より涙したり、笑ったり、リズムをとって手をた
たいたり、足をパタパタさせたり、前に出て私と
歌ったりします。自分の子供の事も昨日の事も忘
れてしまわれた人達です。 

先日も「つがるのふるさと」歌いましたら、
「お母ちゃんの事を思い出した」と涙をいっぱい
ためて話していました。入居している多くの人
が、戦争、戦後の苦しい時を乗り越え、精一杯生
きてきました。今は沢山の事を忘れて、産れたま
まの自分に戻り幸せでしょう。笑顔、涙、手拍
子、足踏みなどをしながら認知症を遅らせること
が出来たら、私も嬉しいです。この活動で、私は
幸せと活力をもらっております。会場には三島せ
せらぎクラブのメンバーも奉仕に見えておりまし
た。本日は、私の歌の先生が友人として参加して
おりますので、人前で歌える歌かどうかは何も言
えません。

最後に、7月29日ガバナー主催の懇談会に出席
いたしました。会員増強の話、雑談の中でヒント
を得て大変勉強になりました。閉会の挨拶を突然
指名されて、いつでも挨拶の用意が出来ていない
自分に反省しております。本日は日頃のお仕事を
忘れ、沢山飲み、沢山話し、沢山笑いましょう。

 以上、会長挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　8月のプログラム

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

1102回 24名 17名 -   70.83%

1100回 24名 22名 1名   95.83%

●欠席者(7名)

頴川ゆう子、久松　但、伊縫文哉、成田みちよ、

重光　純、下原満知子、鈴木良則

●他クラブへの出席者

頴川ゆう子（7/25　松本東RC）、久松　但（8/1 

沼津RC）

●スマイル報告（本日のスマイル　11,850円）

1.芹澤和子：伊縫さん花火をありがとうございま
す。

2.植松　正：クラブ管理運営委員会の皆様、よろ
しくお願いします。

3.本村文一：本日は、納涼例会ですね。クラブ管
理運営委員会のみなさん、よろしくお願いします
。

4.杉山真一；栗原さん、伊縫さん、本年も納涼例
会の花火の提供ありがとうございます。

5.鈴木良則：会員家族の皆様、ようこそいらっし
ゃいませ。

6.名古良輔：7月は暑さの中、104.6km走りました
。

7.芹澤和子：レディース会残金です。

8.MADテーブル：MADテーブル会残金です。

9.BCテーブル：7/31BCテーブル会残金です。

10.宮島賢次：7/24欠席しました。すみませんで
した。

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 杉山真一

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　■■

納涼家族例会

2014～2015年度

第24巻6号
2014年8月 7日

◆◆第1102例会　会長挨拶◆◆
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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

　8月11日（月）裁量休会

　8月25日 (月)→合同例会

※サインのみメーキャップ受付は25日のみです。

2.報告・連絡事項

①次週14日は、裁量休会ですので、ご注意願いし
ます。

②28日の例会は、インターアクト年次大会報告と
なっています。ペットボトルのキャップがありま
したら、ご持参ください。

理事会報告 

1, 報告事項

　なし　

2, 協議事項

①9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

②9・10月の座席の件　SAA栗原侑男君　

・名簿順とする　⇒承認

③鮒の放流（9/11(木)）の件　奉仕プロジェクト
委員長　井上武雄君

　予算を検討し、原小学校への謝礼をする。　

④4クラブ合同例会（10/16(木)）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

⑤富士山環境保全活動支援金

徴収の件　奉仕プロジェクト委員長　井上武雄君
次回、8月26日（木）の例会時に会員全員から徴収

　　　　　　　納涼家族例会　　　　　　　　　

　本日の司会者　　上野祥行君

　　　　　開会のあいさつは　　田村治義副会長

 乾杯は　　本村文一会員増強維持委員長　　　

　　　　　　　　　Ａテーブル

　　　　　　　　　Ｂテーブル

　　　　　　　　　Ｃテーブル

　　　　　　　　　Ｄテーブル

　　　　　　　　　Ｅテーブル

　　　　　　　　　Ｆテーブル

　　　　　　　　　Ｇテーブル

　　　閉会の言葉は　　名古良輔君
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　　　　　　　　　　　　　　芹澤和子 会長

皆様こんばんは。一週会わないと懐かしく思わ
れます。

クラブの例会でコミュニケーションをとり、積
極的に個々の職業の利益になる情報を取り入れて
楽しい時間を自ら作り出し、メンバーに会うこと
が楽しい。と思えるクラブにするためには、個人
個人が例会に対して、いつも前向きでいることが
大切かな?と考えます。

8月は会員増強拡大月間です。7月13日に行われ
た、会員増強、維持委員会研修セミナーの報告を
本村さんにしていただき、クラブフォーラムをよ
ろしくお願いいたします。会員増強の必要性をガ
バナーも強く言っておられましたが、クラブ運営
には必要不可欠な課題です。

沼津西ロータリークラブは沼津北ロータリーク
ラブをスポンサーとして、1991年5月30日に誕生
いたしました。創立時会員数26名、現在は24名、
内男性会員19名、女性会員5名、現会員の入会時
期は1984年1名、1991年～1994年5名、2000年～
2009年11名、2011年～2014年7名、平均年齢55.79
歳と、大変バランスが良いクラブです。

昨年の会長挨拶、研修セミナーに於いて本村さ
んが会員増強の成功例を発表なさった際の、「会
長は新会員を自ら勧誘することで模範を示し、他
の会員も同じように取り組んでもらう」の言葉を
私は忘れられません。

職業分類表を見ましても、まだまだ沢山の職業
が空いております。一度職業分類表を見て、友人
の顔を思い出してください。そして話しかけてく
ださい。残り41回の例会に誘ってください。

会員増強いつやりますか? 今でしょう!

　　

　　　　　　　8月のプログラム

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

　　　　　　　9月のプログラム

1105回 12:30 
9月4日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 
クラブ管理委員会　理事会④

1106回 12:30
9月11日(木) 

沼津商工会　　　鮒の放流 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

1107回 18:30
9月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区財団ｾﾐﾅｰ報
告　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　夜間例会

1108回 12:30 
9月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話　鈴木
博行・栗原侑男

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

1103回 24名 19名 -   79.17%

1101回 24名 18名 1   79.17%

●欠席者(5名)

　伊縫文哉、室伏博子、成田みちよ、尾島康夫、 

　鈴木良則　

●他クラブへの出席者

　鈴木良則（8/9　米山梅吉記念館）

　重光　純（8/4　沼津柿田川RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 10,000円）

1.名古良輔：誕生日のお祝いありがとうございま 

　す。

2.重光　純：入会記念日のお祝いありがとうござ 

　います。

3.芹澤和子：会員増強維持委員長本村さん、本日 

　は、よろしくお願いします。

4.植松　正：本村会員増強維持委員長、本日は、

　よろしくお願いします。

5.宮島賢次：出席表彰ありがとうございました。

6.渡邉亀一：出席表彰ありがとう御座いました。

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 杉山真一

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　■■

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ①　会員増強･維持委員会

2014～2015年度

第24巻7号
2014年8月21日

◆◆第1103例会　会長挨拶◆◆
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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　ありません。

2.報告事項

①9月11日の鮒の放流、10月16日(木)の4クラブ合

　同例会の出欠席をご記入ください。

②次週例会は、インターアクト年次大会報告とな

　っています。ペットボトルのキャップがありま

　したら、ご持参ください。

③カバナー補佐事務局より、2016年4月開催の規

　定審議会における立法案提出の有無について、

　各クラブ宛に回答要請がきています。何か要望

　がございましたら、本日中に幹事までご連絡願 

　います。 

　

会員増強維持委員会クラブフォーラム

　　　　　　　　

　　◇本村文一会員維持増強委員会　 委員長　

　クラブの維持には会員の増強維持が欠かせませ
ん。前年度は純増4名と好調でしたが、まだ安定
したクラブ活動を行うには、増強が必要と思われ
ます。そこでどうしたら効果的な会員増強ができ
るかを各テーブルでディ

スカッションしてもらいました。

　まず、第1の質問。「クラブの会員数は何人く
らいが理想的か、具体的には当クラブの目標人数
」この問いには30～40人ということでした。誰も
70人とか100人とか望んでいる方はなく、まとま
りができて力を出しやすい人数をみんな考えてい

るようです。昨年のような増強を2年くらい繰り
返せば、到達可能と思われますのでがんばりまし
ょう。

　次に第2の質問。「どうすれば会員が増えるの
でしょうか」正直、この質問は難しすぎましたが、
思いますが、これに対しては会員一人ひとりが声
をかけていくことやメディアに対する広報があが
りました。やはり声かけが基本だと思います。個
人的に考えるにはこれからは女性と新会員、つま
りまだ一般的になっていない女性勧誘、ここには
新会員開拓の余地が残されていると思えるし、ま
た新会員の周りには、興味を持っている若い世代
の方がいるかもしれません。

とにかく基本は声かけです。今まで声をかけてだ
めだった方にもめげずにかけてみましょう。気持
ちは変わるときもあるはずです。

　最後に第3の質問。「ロータリーデイの回数」
これについては2～3回ということでした。ただ、
ロータリーデイを設定しても参加者がいなければ
効果はありません。ロータリーデイには積極的な
お誘いをお願いします。また、ロータリーデイ以
外でも、随時ゲストとして参加されることは、大
歓迎です。その場合には、会員増強委員会へ言っ
てくださると助かります。今年も会員増強がんば
ってください。

　

　　　クラブフォーラム中の会場の様子

頴川（　４　） 久松（　⑤　） 井上（　⑤　） 伊縫（　３　） 栗原（　⑤　） 宮島（４、１）

本村（４、１） 室伏（　４　） 名古（⑤）＋１ 尾島（　３　）

杉山（⑤）＋１ 田村（⑤）＋１

植松（⑤）＋１ 上野（⑤）＋１ 渡邉（２，１）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

宮口(　４　）

成田（　２　) 芹澤貞（　４　) 芹澤和(⑤)＋５

重光（４、１) 下原(４、１) 鈴木博(　⑤　) 鈴木良(４、１) 土屋(　３　)

例会出席％　82 . 50　% 地区報告％　87 . 50 　%

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 

皆様こんにちは。本日は加藤学園インターア

クトクラブの皆様がいらっしゃっております。後

程ご報告、よろしくお願いいたします。沼津北ク

ラブ春日様がビジターで、お見えになっておりま

す。 

沼津西RCのインターアクトクラブは、クラブ

創立１９年目、２０周年記念の一環として ２０

０９ 年５月１４日設立、６月３０日付けで認証

状をいただき、９月２３日には盛大に認証状伝達

式が行われました。当時の井上会長をはじめ、ク

ラブ全体で話し合い、検討を何度も繰り返し、顧

問の松本先生のご協力を得、すでに導入済の他ク

ラブのご意見も取り入れて、ようやく設立まで辿

り着きました。 

インターアクトクラブ(IACとします)の目標

は、「奉仕を通して指導力と誠実な人格育成、他

者を尊重し進んで助ける態度、各自の責任を果た

し一生懸命努力することの尊さ、国際理解と推進

の重要性」を理解することです。この目標は私を

含め、全ての人に当てはまります。自分と同じよ

うに他人を愛し、尊重し思いやることが出来た

ら、悲惨な争い、他人を平気で傷つける行為はな

くなります。その思いの人が増えて、指導者とな

り、国際社会に進出していき一生懸命努力するこ

とにより宇宙全体が平和になります。 

皆様は加藤学園IACに、自ら進んで入部をいた

しました。楽しく、何事にも前向きで、他者を思

いやる活動をすることにより、将来の人生に大き

く役立つことと信じております。私も新鮮で活発

なIAC会員から沢山学びたいと思っております。 

ロータリークラブの活動の目標、職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕、他人を思いやることででき

たチームワークを知っていただき、将来IAC会員

がロータリーで活躍することを願い、会長挨拶と

させていただきます。

　　　　　　　9月のプログラム

1105回 12:30 
9月4日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 
クラブ管理委員会　理事会④

1106回 12:30
9月11日(木) 

沼津商工会　　　鮒の放流 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

1107回 18:30
9月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 地区財団ｾﾐﾅｰ報
告 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 夜間例会

1108回 12:30 
9月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話　鈴
木博行・栗原侑男

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

1104回 24名 10名 -   83.33%

1102回 24名 17名 4   87.50%

●ゲスト

1.松本英教様：加藤学園高等学校ＩＡＣ顧問教諭

2.小海莉奈様：加藤学園高等学校ＩＡＣ会長

3.増田知美様：加藤学園高等学校ＩＡＣ副会長

●ビジター

1.春日謙一様：沼津北RC

●欠席者(4名)

頴川ゆう子、宮口雅仁、尾島康夫、杉山真一　

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 杉山真一

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
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●スマイル報告（本日のスマイル 10,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正、3.重光　純：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

願いします。

4.成田みちよ：誕生日のお祝いありがとうござい

ます。

5.鈴木良則：成田みちよさん、お誕生日おめでと

うございます。

6.栗原侑男：皆様、お忙しいところ、ご丁寧なお

悔み有難うございました。覚悟は出来ていました

が、103才という天寿を全うしたことは何よりも

の救いです、厚くお礼申し上げます。

7.成田みちよ、8.鈴木良則：所用につき、早退さ

せていただきます。

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

　9月02日(火)  音楽会

　9月13日(土)  おきがる無料相談所(ﾛｾﾞｼｱﾀｰ)

　9月16日(火)  振替休会

　9月23日(火)　法定休日(秋分の日)

　9月30日(火)　観月会(ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ) 夜間例会

②沼津柿田川ロータリークラブ

　9月15日(月)  祝日休会

　9月22日(月)  例会変更＜夜間例会＞ 
（サインのみＭＵ受付は22日のみです）

2.報告事項

①次週は、理事会がありますので、理事の方は出

席又協議資料の提出をお願いします。

②9月11日の鮒の放流、10月16日の4クラブ合同例

会の出欠席をご記入ください。

③9月のロータリーレートは、1ﾄﾞﾙ＝102円です。

第41回インターアクト年次大会報告

　　

　　加藤学園高等学校インターアクトクラブ

　今年度のインターアクト年次大会は、７月26日

(土)・27日（日）に静岡県立焼津中央高校をホス

ト校として静岡県立焼津青少年の家で行われ、本

校からは４名（小海・増田・中島・松下）の生徒

が参加させていただきました。

 １日目は金城学院大学の二杉孝司先生による講

演がメインでした。「言葉と思考」「言葉と役割

といったテーマをもとにゲーム・演習・講義が行

われました。その場でグループになって初めて会

った人を紹介するというゲームでは、最初は緊張

したものの、少しずつ打ち解けることができまし

た。講義の内容も非常に興味深いものでした。夜

のグループワークでは今まであまり耳にする機会

のなかった他の学校の活動の内容を知ることがで

き、私達のクラブでも実践できそうなものがあり

ました。

 ２日目は５：３０に起床し、早朝から地引網を

行いました。普段なかなか体験することができな

い活動で、新鮮な気持ちで取り組むことができま

した。引き上げた時は大きな達成感が得られまし

た。またその後は釣りをやりました。本校の参加

者は全員が女子生徒であるため、釣り自体ほとん

ど経験がないといった状態でした。しかし、ロー

タリーの方々が丁寧に教えて下さり、思ったより

たくさんの魚を釣り上げることができ、楽しむこ

とができました。

　２日間を通じて、他校のインターアクトの生徒

やロータリーの方々と様々な交流をはかることが

できました。また、焼津の素晴らしい環境の中で

海の魅力や自然に触れることができ、大変有意義

だったと感じます。

参加させていただき、本当にありがとうございま

した。　




