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　　　　　　　　　芹澤和子 会長 

本日はクラブ管理運営委員会のクラブフォー

ラムです。よろしくお願いいたします。

第二次安部内閣改造で女性閣僚が5名任命され

た報道、エボラ出血熱、デング熱、内戦による犠

牲者、広島の土砂くずれ、他さまざまな報道があ

ります。

私はロータリーの話をいたします。会長を引

き受けるに当たりまして、今まで真剣には読まな

かったロータリーの友をたくさん読みました。そ

の中で心が熱くなるほど感銘いたしました田中作

治2012年～13年度国際ロータリー会長のお言葉を

ご紹介いたします。又私の思いも入ることをお許

しください。

『現在ナイジェリアでは、18人に一人の女性

が出産により命を落としています。かって世界を

苦しめたポリオから20億人の子供を守り、ケニア

では親がエイズで亡くなった子供のために施設と

学校を、イスラエルでは貧国の子供に現代的な心

臓医療を提供しているプロジェクトもあります。

内戦が続く国での和平の働き、ロータリアン同士

が協力して、路上生活をしている子供達にベット

と食事、教育と生活技能を身につけ、希望のある

未来を与えられました。私たちはロータリークラ

ブのメンバーであるということで、この活動に、

ほんの少しでもお役にたっていると思います。

ロータリーへの入会理由は異なりますが意識

して人のために生きることで自分の役割がみえて

きます。そして一人の人間に影響を与えます。

ロータリーの奉仕を通じて、何かを達成しようと

するなら、対立より協力を選ぶのが得策であると

いうことが理解できます。　他人の長所、短所両

方を尊重して、どのような人からも必ず得るもの

があり、教えられるものがあるということを学び

ます。

「超我の奉仕」は人はみな自分だけでは生き

ていくことができないことを教えてくれます。

世界中で大小あるNGOの中でロータリー程私た

ちに生きる力と幸せを与えてくれる組織は、他に

ないと思っております。』

以上のお言葉から、ロータリー活動の素晴ら

しさに、また今ロータリクラブに在籍している事

に誇りを感じながら会長挨拶と致します。

　　　　　　　9月のプログラム

1106回 12:30 
9月11日(木)

沼津市商工会　　　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 鈴木博行君 栗原侑男君

10月のプログラム

1109回12:30
10月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
室伏博子君

1110回12:30
10月9日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　移動例会

1111回18:30
10月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　4ｸﾗﾌﾞ合同例会 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  夜間例会

1112回12:30
10月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォー
ラム　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1113回12:30
10月30日(木)

あいおいﾆｯｾｲ同和自動車研究所 
企業訪問　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 
移動例会

　　　

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 土屋昌之

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
2014～2015年度

第24巻9号
2014年9月4日

◆◆第1105例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム　クラブ管理運営委員会
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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

1105回 24名 21名 - 87.50%

1103回 24名 19名 0   79.17%

●欠席者(３名）

　頴川ゆう子、宮口雅仁、成田みちよ

●他クラブへの出席者

　頴川ゆう子（8/28　松本RC）

　久松　但、杉山真一（9/2　沼津北RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 15,000円）

1.室伏博子：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

2.土屋昌之：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

3.井上武雄：入会記念日のお祝いありがとうござ

います。

4.芹澤和子：クラブ管理運営委員会、本日フォー

ラムよろしくお願いします。

5.植松　正：本日のクラブフォーラム、田村クラ

ブ管理運営委員長、よろしくお願いします。

6.栗原侑男：SAAです。本日から、席が移動しま

した。

7.芹澤和子：相続診断士の資格を取得致しました。

8.鈴木良則：９月に入り、過ごしやすくなりまし

たね。

9.伊縫文哉：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富士宮ロータリークラブ

　9月15日(月)  休日休会

  9月29日(月)  観月例会　於：朝霧カントリー

クラブ

2.報告・連絡事項

①本日は、例会終了後に理事会がありますので、

理事の方は宜しくお願いします。

②次週は、沼津市商工会にて鮒の放流です。

理　事　会　報　告

1, 報告事項

①4クラブ合同例会について、各クラブ宛に案内
及び出欠確認（回答期限 9月24日）を発送した。

2, 協議事項

①10月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長 
田村治義君　⇒承認

②企業訪問（10/30(木)）の件　奉仕プロジェク
ト委員長　井上武雄君　⇒承認

あいおいﾆｯｾｲ同和自動車研究所　東富士センター 
〒410-1104　裾野市今里490-1

集合　12：30　宿泊棟　受付前（１階ロビー）

③米山奨学生卓話（10/9(木)）の謝礼の件

　⇒承認

④沼津4RC対抗ゴルフコンペ（11/2(日)）の件　

・クラブ参加費の支払　⇒承認　

⑤次年度ガバナー補佐事務局推薦の件 

次年度ガバナー補佐　芹澤貞治君

宮島　賢治君・植松　正君の両名を推薦、協議

⇒承認

クラブフォーラム

　　　　　クラブ管理運営委員長　田村治義君

会員間の親睦を図り、ロータリーを楽しくするた
めの行事・イベントについて、10月以降の親睦プ
ログラムをご紹介し、どのような内容にしたら、
より良い親睦が図れるか各テーブル毎で話し合い
取り纏めて頂き、テーブル毎に指名した会員に意
見・希望等を発表して頂きました。

（討論意見要約）

①10月16日（木）4クラブ合同例会 

担当委員：土屋・頴川　予算 10 万円

ピアノ、バイオリン等の楽器演奏で BGM 程度に
聞ける内容が良い。

②12月20日（土）クリスマス家族例会

担当委員：成田・上野・室伏　予算5.5万円

昨年好評のバルーンアートや手品など子供が喜ぶ
もの。サンタクロースは例年通り。IAC の席は固
まらずバラける工夫を。　　　

③1月15日（木）新年会

担当委員：頴川・尾島

ホテルで一泊するならば曜日変更で土・日が良い。
直近では17日（土）～18日（日）但し土曜日の宿
泊は料金が高くなる。

④4月9日（木）花見家族例会

担当委員：上野・伊縫・室伏

家族例会ならば土曜日が適当。直近では3月28日
（土）頃だが、御殿場方面となると桜の開花状況
との兼ね合いの判断が必要。

　クラブフォーラムでのご意見につきましては、
9月18日（木）18時開催予定のクラブ管理運営小
委員会で検討致します。貴重なご意見有難う御座
いました。
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　　　　　　　芹澤和子 会長 

本日は奉仕プロジェクト委員会の鮒の放流で

す。今朝は大変な雨が降りましたが、良い天気に

なり、メンバーの良い心がけと、小学生が鮒を手

に取り放流する時間を楽しみにしていたことが、

天に伝わったことと思われます。小学生の良い思

い出となりますようにと願います。

昨年から鮒の放流に変更になりましたので、

鮒の話を少しいたします。鮒の品種は、ギンブ

ナ、(ギンブナはメスだけでも繁殖します。),キ

ンブナ、ゲンゴロウブナ、ニゴロ、ヒワラの5種

類が基本的に選別できます。いずれも繁殖力が強

く、鯉より寒冷の地に住み、池、沼、湖や流れの

緩やかな川、水路に生息し、入手が容易です。成

長は鯉よりも遅く鯉よりも大型にならない事から

特別池中養殖は行われていません。鯉の養殖に混

じり繁殖成長をし、十分な量が混獲されていたの

でとりたてて、養殖されなかったのが真相ともさ

れています。鮒のエサは鯉と同じように虫、沼に

繁殖している藻、等があります。京都、滋賀を含

めて、これらの地域では昔から鮒をはじめ、淡水

魚全般を食用として、商品の価値も高く、カワチ

ブナが企業的に養殖されるようになりました。カ

ワチブナとはゲンゴロウブナから作り出され溜め

池の養殖に適するようになったものです。皆様が

聞いたことがある鮒はへら鮒と思いますが、カワ

チブナが養殖用に改善されたものがへら鮒である

といわれています。鮒を目的に本格的に養殖を

行ったのは大阪、奈良だけで、ここでも、鮒が鯉

より多く養殖されたのはカワチブナが業者に普及

した大正10年頃と言われています。鮒は鯉と同じ

池にいても育ちますので、今までの鯉たちと仲良

く育っていきます。繁殖力が強いので、これも又

心配になります。

皆様が知っている鮒料理は独特のにおいがあ

る鮒寿司、鮒の甘露煮でしょうか?

以上会長挨拶と致します。

　　　　　　　9月のプログラム

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　鈴木博行君　栗原侑男
君

10月のプログラム

1109回12:30
10月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
室伏博子君

1110回12:30
10月9日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　移動例会

1111回18:30
10月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　4ｸﾗﾌﾞ合同例会 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  夜間例会

1112回12:30
10月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォー
ラム　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1113回12:30
10月30日(木)

あいおいﾆｯｾｲ同和自動車研究所 
企業訪問　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 
移動例会

　

　　

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

1106回 24名 18名 - 75.00%

1104回 24名 20名 2   91.67%

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 土屋昌之

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
2014～2015年度

第24巻10号
2014年9月11日

◆◆第1106例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

　 鮒の放流　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会
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●欠席者(６名）

　久松　但、伊縫文哉、室伏博子、成田みちよ 

　下原満知子、鈴木博行

●他クラブへの出席者

　鈴木博行（9/5　沼津RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 6,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正、3.田村治義

奉仕プロジェクト委員会の皆様、よろしくお願い

します。

4.栗原侑男：奉仕プロジェクトのみなさん、けが

のないようにやりましょう。

5.鈴木良則：鮒が大きく育ちますように。

6.本村文一：ブロンズバッジ、ありがとうござい

ました。

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

　9月17日(木)  移動例会（11：30～12：30　MU

受付あり。記念館での例会ですが、ビジターの方

はサインのみ受付）

2.報告・連絡事項

①本日は、17時よりIACの例会があります。

②広島豪雨災害義援金21,000円をガバナー事務所

に送金しました。ご協力ありがとうございました

。

③ロータリーの友事務所より、「ロータリーの友

」英語版をご希望の方は、事務局まで。

フナの放流

原地区センター前での集合写真

　

　わくわく楽しそうです

暑い中汗をかきながら頑張っています

井上委員長を中心にみんなで放流しました

生徒さんから感謝の言葉をいただきました

頴川（１，２） 久松（２，１） 井上（　③　） 伊縫（　１　） 栗原（　③　） 宮島（　③　）

本村（　③　） 室伏（　２　） 名古（　③　） 尾島（　１　）

杉山（２，１） 田村（　③　）

植松（　③　） 上野（　③　） 渡邉（　③　）

-------------------------８月分出席一覧 -----------------------

宮口(　２　）

成田（　１　) 芹澤貞（　③　) 芹澤和(　③　)

重光（２、１) 下原(　２　) 鈴木博(　③　) 鈴木良(１、１) 土屋(　③　)

例会出席％　77 . 78　% 地区報告％　86 . 11 　%

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　

9 月は新世代のための月間です。本日は７月

１9 日に行われました、地区財団セミナーの報告

を財団委員長にしていただきます。よろしくお願

いいたします。

9 月13日米山梅吉記念館創立 45 周年記念式

典に出席いたしました。特別記念講演では、長澤

聖浩氏による「三井報恩会と岩手県彦部村」の卓

話を拝聴し小さな村が生きていくために村民が力

を合わせ、事業に取り組み三井報恩会が資金を提

供して、その恩に村民が知恵を出して事業の進展

を図る、という大変良い卓話でした。　

9 月11日インターアクトクラブ初例会に出席

いたしました。昨年度も2 回ほど参加いたしまし

たが、松本先生が期待できるといわれた通り、一

生懸命さが伝わってきました。例会進行はぎこち

なく、生徒も元気がありませんでしたが、経験を

積み重ねたらよい活動ができると期待いたしま

す。生徒の自主性を重んじて、ロータリが後押し

出来たらと感じました。西クラブの鮒の放流、千

本浜の清掃、加藤学園高校生徒がインターアクト

クラブで経験した活動が、将来大人になっていく

子供たちの未来につながる事も新世代のための活

動だと思います。

ある新聞にアメリカの大学生がレストランか

ら食べずに捨てられる量の多さにおどろいて、こ

れを食べることもできないでいる人に衛生に気を

付けながら配ることを始めたようです。今は 100

近いアメリカの大学が参加しています。日本でも

フードロスが問題になっております。世界で作ら

れた食べ物の30%は捨てられているようです。食

べることが出来ずに亡くなる人もおります。食べ

残しを配ることは衛生上問題がありますが、食べ

物を粗末にしない心がけは今すぐできます。これ

が100万ドルの食事です。未来につなげる活動を

すると同時に物を大切にする、他人を思いやる心

は大切にしたいと思います。

9 月のプログラム

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　鈴木博行君　栗原侑男
君

10月のプログラム

1109 回12:30
10月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
室伏博子君

1110回12:30
10月9 日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　移動例会

1111回18:30
10月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　4ｸﾗﾌﾞ合同例会 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  夜間例会

1112回12:30
10月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォー
ラム　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1113回12:30
10月30日(木)

あいおいﾆｯｾｲ同和自動車研究所 
企業訪問　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 
移動例会

　

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 土屋昌之

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　055-9 67-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawest RC @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
2014～2015年度

第24巻11号
2014年9 月18日

◆◆第1107例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

　 地区財団ｾﾐﾅｰ報告　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　
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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

1107回 24名 17名 - 70.83%

1105回 24名 21名 1   91.67%

●欠席者(７名）

　井上武雄、伊縫文哉、本村文一、室伏博子、

　成田みちよ、重光　純、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　芹澤和子、植松　正、重光　純（9 /11 IAC） 

　芹澤和子、宮口雅仁、鈴木良則　

　（9 /13 米山梅吉記念館）

●スマイル報告（本日のスマイル 3,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正：宮島ロータリー財団 

  委員長、本日はよろしくお願いします。

3.名古良輔：松本東 RC との懇親会、楽しい週末

でした。

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

　10月03日（金）→5日（日） ロータリーデー

（MUあり）

　10月17日（金）→16日（木）沼津4 RC 合同例

  会（MUあり）

　10月31日（金）　裁量休会（MUなし）

②沼津北ロータリークラブ

　10月14日（火）→16日（木）沼津4 RC 合同例

  会　

　10月21日（火）　移動例会、米山梅吉記念館

2.報告・連絡事項

　ありません。

2014-15年度 ロータリー財団セミナー報告

ロータリー財団委員会　宮島賢次　

 開会点鐘後、岡本一八ガバナー、Ｒ財団中山正

邦委員長の挨拶を頂き、本会はＲ財団委員会曽根

眞人副委員長の財団プログラムについて活動状況

及び補助金関係の現況報告など全般的な説明から

始まりました。

 その後は第 1 部として、各々の小委員会委員長

よりロータリー・カードについて、ポリオ・プラ

スについて、地区補助金について、地区補助金事

業事例発表、グローバル補助金について、グロー

バル補助金事業事例発表、職業研修チームについ

て、ロータリー平和フェローについて、ロータリ

ー財団学友会についての活動状況説明がありまし

た。

 その中で、事例発表については、実施した焼津 

RC の「高草山笛吹段公園バイオトイレ摂津事業

」と浜松南 RC の「中学生のための救急蘇生講座

の実習教材購入支援」を、クラブ会員が自らの体

験談を聞く事が出来、有意義な部分でした。

 第２部は、以前報告しましたＲ財団地区研修・

協議会と同じ本年度の地区補助金活動の注意事項

のお話がありました。その中では提出書類を減ず

る緩和措置の説明があり、少し安堵の表情が廻り

の出席者より見て取れました。

 新しい未来の夢計画は、今までより補助金の活

用がし易い制度であり、今後も改善されれば非常

に地区、クラブにとって有利な補助金事業を行え

ます。義務としての例年の寄付に対しての権利と

して有意義な活用を考えたいと思いました。

宮島委員長プロジェクターを使っての報告です

セミナー報告中の会場の様子です
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　　　　　　　芹澤和子 会長　

本日は鈴木博行さん、栗原侑男さんの会員卓

話です。よろしくお願いいたします。

私の仕事は大変広く周辺の勉強をいたしま

す。その中のほんの一部を話します。

平成25年度税制改正法案が成立しました。そ

の中の相続税法改正の動きに添って話したいと思

います。すでに平成25年4月1日以降施行されてい

る項目もあります。

■平成27年1月1日以後の相続税の基礎控除額 

  の見直し 

改正前5,000万円＋1，000万円×法定相続人の数 

改正後3,000万円＋600万円×法定相続人の数

■相続税率の見直しは課税標準2億円超の税率 

  が高くなります。

■未成年者控除及び障害者控除の拡大

■小規模宅地などの特例の見直し

■非上場株式などに係る相続税の納税猶予制 

  度の見直し

■暦年課税贈与税の税率見直し　(20歳以上の 

  者が直系尊属から贈与を受けた場合とそれ 

  以外の場合)

■相続時精算課税制度の対象者の見直し

■教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税制

  度の新設　(適用時期平成25年4月1日から平 

  成27年12月31日までの贈与に適用)

■日本国籍を有しない納税義務者の相続税及

  び贈与税の課税財産の範囲見直し等です。 

*次に、生命保険金の基本的な課税ついては

(a)保険契約者（保険料負担者、契約についての

権限を持っている人  (b)被保険者 (保険の対象

者)  (c)保険金受取人 (保険金の受取人)

1、契約者が契約者自身に保険をかけて死亡保 

   険金を配偶者が受け取る場合　  相続税

2、契約者が配偶者に保険をかけて死亡保険金

   を子供が受け取る場合　　　　  贈与税

3、契約者が保険を配偶者もしくは子供にかけ 

   て死亡保険金を契約者が受け取る場合 

                                 一時所得 

生命保険金には非課税限度額があります。 

500万円×法定相続人数

上記の非課税対象は死亡退職金も対象になり

ます。

法人で弔慰金制度を設定している会社もあり

ますが、非課税限度は死亡退職金と異なります。

以上税制改正、保険契約形態により課税も変

わることを話しました。そして法人から役員が受

け取る入院時見舞金、死亡保険金受取額も通念上

という縛りがあります。

保険証券を再確認してみたらいかがでしょう

か。以上会長挨拶と致します。

10月のプログラム

1109回12:30
10月2日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
室伏博子君

1110回12:30
10月9 日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　移動例会

1111回18:30
10月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　4ｸﾗﾌﾞ合同例会 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  夜間例会

1112回12:30
10月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォー
ラム　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

1113回12:30
10月30日(木)

あいおいﾆｯｾｲ同和自動車研究所 
企業訪問　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 
移動例会

　

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 土屋昌之

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　055-9 67-2152
　　事務担当者 ●川口恵美
　　E-mail ●numawest RC @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
2014～2015年度

第24巻12号
2014年9 月25日

◆◆第1108例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

　会員卓話　鈴木博行君　栗原侑男君 
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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

1108回 24名 22名 - 91.67%

1106回 24名 18名 3   87.50%

●ビジター

　１.若林庸道様；沼津北RC

●欠席者(２名）

　頴川ゆう子、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　頴川ゆう子、伊縫文哉、本村文一、杉山真一
（9/22　沼津柿田川RC）

●スマイル報告（本日のスマイル 7,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正、3.田村治義：鈴木博行

さん、栗原侑男さん、卓話よろしくお願い致しま

す。

4.鈴木良則：台風がそれて良かったです。

5.久松　但、6.杉山真一、7成田みちよ：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富士宮西ロータリークラブ

　10月17日（金）　シャトレーゼ白州工場見学
　10月31日（金）　特別休会

②富士ロータリークラブ

　10月15日（水）　職場見学会　
　10月22日（水）　親睦夜間例会
　11月12日（水）　特別休会
　11月19日（水）→20日（木）　親睦夜間例会
　12月17日（水）　夜間例会

　※MU受付はグランドホテルフロント　12:30-

13:30　

③沼津柿田川ロータリークラブ

　10月13日（月）　祝日休会
　10月20日（月）→16日（木） 沼津４ RC 合同
　例会
　10月27日（月）→26日（日） 早朝清掃例会
　※サインのみＭＵ受付は20日・27日です 

2.報告・連絡事項

　ありません。

臨時理事会報告

協議事項

①渡邉亀一君より休会の申出あった件　

業務上やむを得ないと判断し、10月～11月の2ヶ
月間出席免除とする。

会員卓話
　　

■ロータリー30年の思い　　鈴木博行君

　1984年5月私が48歳の時、森延敏様の紹介で沼津
北クラブに入会し、沼津北クラブに7年、沼津西
クラブに23年在籍し、ロータリー歴30年になりま
した。

　その間、多くのロータリアンと出会い、友情を
重ね有意義な人生を歩んで参りました。1991年5
月30日、創立総会が大石ガバナー、横山開一特別
代表の出席を得て開催され、沼津西ロータリーク
ラブが創立されました。会員数26名、初代会長は
森延敏氏、幹事は鈴木博行でした。

第5代会長時代(1995-96年度)、私が会長職を全う
出来たのは、会員皆様の絶大なるご支援と、芹澤
幹事が緻密できめ細かな配慮によりクラブ内の結
束を強め、幹事としての責務を立派にこなされた
ことから、安心してクラブ運営が出来たお蔭だと
感謝しております。

ロータリーの魅力は多くの人との出会いだと思い
ます。出会いは友情の始まりであり、多くの友と
「友情の和」を広げることにより人生に「幸」を
感じてきました。私自身ロータリー歴が長く続い
たのは多くの友との出会いがあったからだと思い
ます。これからもクラブ創立25周年記念に向けて
頑張って行きましょう。

　　　■20年間を顧みて　　　栗原侑男君

 20年間100％以上出席表彰有難うございました。
入会当時48歳、例会場は沼津市商工会（旧原町商
工会）でした会員は36人、当事のことを知る会員
が私を含め6人になりました。当事の入会資格は
厳しかったのです。一団体一業種の厳しい決まり
がありました。数ある自動車業の中から私を選ん
でくれたスポンサーの熱心な誘いに背かないよう
に努力しました。今は、一団体一業種も無くなり
CLPが導入されロータリーの威厳が薄れたように
思うこの頃です、1年は頑張ろう、5年は頑張ろう
・・と思いながら目標の20年が経ちました、なか
なか体験できない大勢の皆様の前で話しをするこ
とや色々な委員会を体験させて頂きました、幹事
、会長をやりましたが幹事の経験が一番の勉強に
なったと思います。異業種の方々との出会い、そ
して別れを何回も繰り返し、ロータリアンでなく
てはできない人生勉強をさせて頂きました。「父
の教え」、少しくらいの事で休むな、受けたら最
後までやれ、できなければ受けるな、あてにされ
る人間になれ。を念頭におき頑張ります。




