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　　　　　　　芹澤和子 会長 

　本日は下期活動計画クラブ協議会です。残り6

か月の活動内容が楽しみです。各委員長よろしく

お願いいたします。またクラブ会員からの沢山な

良い意見で、協議出来る時間になればと思いま

す。

 さて12月は家族月間です。家族とは社会生活を

営む上で最長かつ最も基礎的な集団です。人は生

まれてから多くの場合家族に育てられ、食事、団

らん、余暇など　さまざまな生活を通して家族と

の触れ合いで、人間としての必要な愛情や社会規

範意識などを身につけ成長していきます。一緒に

暮らす、離れて暮らすこととは別に家族のつなが

りは、今もなお他の集団では代えられない特別な

存在であり、個人生活や意識に大きな影響を与え

るものだと思います。代々教えられている人とし

ての常識、自分の事と同じように人の痛みを感じ

られること、人を心より愛すること、など祖父、

親、兄弟から無言のまま教わります。日常では気

にかけていませんが、一人が病気などになると家

族はより固く結束いたします。

　私は終戦前に産れました。空襲警報になると母

は先に子供、年寄りを防空壕に入れて自分は最後

に入ります。近くに焼夷弾が落ちると母はみんな

の上にかぶさりました。父が帰るまでの母の仕事

は家族を命に代えて守る事でした。目の前で母の

姿を見て家族の大切さを教わりました。

　昨今の家族の在り方はずいぶん変わってきてお

ります。親が子供の泣き声がうるさいと投げて殺

す様な事もあれば、一方では子供は親の面倒が大

変、自分の思うようにならないからと子供が親を

殺すようなニュースが毎日のように流れていま

す。昔の家長制度が良いとは言えません。又昔の

子沢山も今の世の中では経済上無理でしょう。核

家族、少子化の中で、さまざまな知恵を使い改善

策があると思います。

 家族の集団が大きくなり社会を作り、世界を作

り上げると思います。何度も言いますが家族が集

団の礎です。

 今の家族のありようが社会全体のありようか

な？と投げかけて会長挨拶とさせていただきま

す。

12月のプログラム

1119回12:30
12月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　社会福祉法人 
あしたか太陽の丘 理事長  澤田茂夫様 

1120回18:30
12月20日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クリスマス家族
例会　管理運営委員会 夜間例会

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

1118 回 25名 22名 -  88.00 %

1116 回 24名 17名 3   83.33 %

●欠席者( 3 名）

　伊縫文哉、土屋昌之、上野祥行

●他クラブへの出席者

　井上武雄（11/17 沼津柿田川RC）

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 重光　純

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22号
2014年12月4日

◆◆第1118 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会　下期活動計画
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●スマイル報告（本日のスマイル  11,000 円）

1.渡邉亀一：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

2.芹澤和子、3.植松　正：本日のクラブ協議会宜

しくお願いします。

4.田村治義：ご当選確定されました、次年度理事

及び、次々年度会長、よろしくお願い致します。

5.渡邉亀一：耳を痛めてしまい補聴器をつけまし

た。まだ、慣れない為、皆様にご迷惑をお掛けし

ますが、ご容赦下さい。

6.渡邉亀一：2ケ月休ませて頂きました。本日よ

り通常通り出席します。

7.鈴木良則：寒くなりましたインフルエンザに気

を付けましょう。

8.本村文一、9.下原満知子：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

1月06日(火)　特別休会

1月13日(火)　夜間例会（新年会）グリーンホテ

ル高橋

②沼津ロータリークラブ

1月02日（金）裁量休会

※MU受付はありません。

③長泉ロータリークラブ

12月17日（水）クリスマス家族例会（夜間例会）

※MU受付はありません。

2.報告・連絡事項

①次回は、理事会がありますので、理事の方は出

席ならびに協議資料の提出をお願いします。

②12月のロータリーレートは、1ドル=112円です。

年 次 総 会

次々年度会長、名古良輔

次年度理事、田村治義、杉山真一、重光　純、芹

澤和子、栗原侑男、久松但

クラブ協議会

植松　正　幹事 

　本日のクラブ協議会は、各委員会委員長より下

期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、出席率の管理やス

マイルの奨励、親睦を目的とする特別例会の予定

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

ルの確認や広報・雑誌部門の活動方針が説明され

ました。

　会員増強維持委員会では、会員純増2名を目標

とし、下期も友人同伴例会を開催するほか、レデ

ィース委員会を活用する方針が発表されました。

　奉仕プロジェクト委員会については、千本浜清

掃による社会奉仕活動やIACとの連携継続、職業

奉仕や国際奉仕に関する卓話実施等が発表されま

した。

　ロータリー財団委員会については、上期に大半

の計画を遂行したため、下期は米山奨学会への寄

付や、次年度事業計画における補助金活動を協力

する旨の説明がありました。

　ＳＡＡについては、再度の例会ルールの徹底の

ほか、座席の計画が発表されました。

　最後に、芹澤会長より総評をいただき、上期出

席率やスマイルの累計実績の発表、レディース委

員会の活動報告、IACとの奉仕活動等を具体的に

希望されました。

　本計画内容が円滑に遂行できますよう、会員皆

様のご協力をお願い申し上げます。

　　　　芹澤和子会長と植松正幹事

　

　　　クラブ協議会における協議状況
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　　　　　　　芹澤和子 会長 

　本日は　あしたか太陽の丘理事長澤田茂夫様の
卓話です。よろしくお願いいたします。

　12月10日にノーベル賞の授賞式があり、日本人
3名が、ノーベル物理学賞を受賞いたしました。
その中でノーベル平和賞を受賞いたしました史上
最年少　マララ、ユスフザイさんの講演が非常に
注目されました。マララという名前は深い悲しみ
という意味だそうです。

　講演の最初に、慈悲あまねく慈愛深きアラーの
御名においてから始まりました。そして「なぜ、
戦車を作ることは簡単で学校を建てることは難し
いのか」と、その言葉が強く印象に残りました。

　日本では考えられません。世界では数多くの教
育を望みながら忘れられている子供達、平和を望
みながら毎日おびえている子供達、変化を求めな
がら声を上がられない子供達がいますし、女性が
平等な権利も持てていません。そのような状況の
中、そして毎日沢山の人が殺される中でマララさ
んは、黙って殺されるか、声を上げて殺されるか
の選択をしたそうです。後者を選びどんな状況に
も立ち向かい活動をして、今ここにいるのは、同
じ立場の人たちの代表だと言っておりました。

　彼女は家庭では兄弟喧嘩もする子供らしい子供
ですが、無条件に家族の愛でつつまれ、父親は翼
を切り取らずはばたかせてくれた人、母は我慢強
く真実だけを語らせてくれた人、祖父はマララの
名前が悲しいのでいつも気持ちに愛をこめて名ま
えを呼んだそうです。

　それぞれ国の状況、個人個人が置かれている状
況などで、ずいぶん違いがあります。先日の情報
番組でも流れていました。ごみを拾って毎日の生
活費を稼ぐ子供達、雨水をためて飲料水として飲
む人々、目を大きく開け、耳を澄ますと沢山の情
報が入ります。

　ロータリークラブ国際奉活動も世界に目を向け
多くの恵まれない人のため、世界平和のために活
動していることも忘れずにロータリー活動を今後
も続けたいと思います。

12月のプログラム

1120回18:30

12月20日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 夜間例会

1月のプログラム

1月01日(木) 祝日休会

1121回12:30

1月08日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 新年の抱負

会長・幹事他

1122回18.30

1月17日(土)

伊豆長岡ﾎﾃﾙ天坊 新年会 ｸﾗﾌﾞ管

理運営委員会 移動・夜間例会 

1123回12.30

1月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話

チャック・ウィルソン

1124回12:30

1月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞ協議会

上期活動報告　

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

1119 回 25名 22名 -  88.00 %

1117 回 24名 21名 1   91.67 %

●欠席者（ 3名）

　伊縫文哉、室伏博子、重光　純

●他クラブへの出席者

　成田みちよ（12/5　せせらぎ三島）、芹澤貞治
(12/7 第1回次期ガバナー補佐 地区委員長会議 
甲府：名古屋ホテル、12/9 第2ゾーン戦略計画推
進セミナー　東京：グランドプリンス新高輪)

●スマイル報告（本日のスマイル  20,020円）

1.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございま
す。

2.宮島賢次、3.芹澤和子：家族の誕生日のお祝い
ありがとうございます。 

4.栗原侑男、5.下原満知子：入会記念日のお祝い
ありがとうございます。

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 重光　純

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23号
2014年12月11日

◆◆第1119 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

社会福祉法人あしたか太陽の丘　

理事長 澤田茂夫様
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6.田村治義、7.植松　正：澤田理事長、卓話宜し
くお願いいたします。

8.鈴木良則：来週のクリスマス例会を欠席します。
盛会を期待します。

9.尾島康夫、室伏博子：B.Dテーブル会、残金で
す。

10.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富士山吉原ロータリークラブ

12月18日(木)　忘年家族会　点鐘18：00　於：ホ
ワイトパレスホール
※MUは11：30～12：30　ホワイトパレスフロント

01月01日(木)　祝日休会
※MUは行いません。

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、曜日変更で20日（土）にクリスマス例
会です。

③ペットボトルのキャップがありましたら、ご持
参下さい。

理 事 会 報 告

1. 報告事項

クリスマス家族例会時の寄付先について。

静岡県宅老所・グループホーム連絡協議会を通じ
近隣の宅老所やグループホーム5件に7台の車いす
を贈呈する。

クリスマス家族例会時に、静岡県宅老所・グルー
プホーム連絡協議会　会長・事務長を招いて目録
を授与し、後日、贈呈式を執り行うものとする。

2. 協議事項

①12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新年会の件　クラブ管理運営委員長　田村治義
君 ⇒承認

例会時に、松本東ロータリークラブの8人に参加
を許可し、メークアップ扱いとする。

会場：伊豆長岡　ホテル天坊

③1・2月の座席の件　SAA　栗原侑男君　⇒承認

④外部卓話の謝礼の件　⇒承認

外 部 卓 話

　社会福祉法人あしたか太陽の丘

　　　　　　　　　　　　　　理事長 澤田茂夫様

　あしたか太陽の丘は、昭和52年に静岡県の「総
合社会福祉施設建設構想」に基づき、障害者の社
会参加を促進する目的で設立された社会福祉法人
です。

　現在、沼津市宮本に知的又は身体に障害がある
方の入所施設４か所、通所事業所1か所を運営す
るほか、在宅障害者のための相談支援センターや
障害者が地域で生活する場となるグループホーム
19か所を設置するなど、障害者への支援を幅広く
行っています。

　当法人の特徴といたしましては、知的障害者の
就職支援に力を入れていることです。あまぎ学園
とワークスうしぶせでは、雇用ニーズの変化に対
応して、ビルメンテナンス技術の習得やヘルパー
研修など専門性を高める支援を取り入れ、開設以
来37年間で900人を超える方々が県内各地域で就
職しています。

　また、相談支援では、平成21年に全国に先駆け
て「地域定着支援センター」を設置し、刑務所出
所後に福祉的支援を必要とする高齢又は障害のあ
る方の 社会復帰と再犯防止にも積極的に取り組
んでいます。

　現在の課題としては、①家庭復帰できない事情
をかかえた施設利用者が増えていること。②景気
低迷の影響で作業の受注量が減少し、利用者に支
払う工賃が増えないこと。③設立当初に当施設か
ら就職していったOBが高齢化により仕事を継続で
きなくなり、地域で自立した生活をすることが難
しくなってきていること。④社会福祉法人制度の
見直しが議論され、法人の地域貢献活動への積極
的な取組みが求められるようになっていること。
などが上げられます。

　このように福祉を取り巻く環境は厳しいものが
ありますが、地域の皆様の協力をいただきながら、
今後とも県東部に障害者福祉の中核施設としての
役割を担えるよう努力してまいりたいと思います。

　

頴川（　３　） 久松（２，２） 井上（２，２） 伊縫（　３　） 栗原（　④　） 宮島（　④　） 宮口（　３　）

本村（　３　） 成田（０、１） 尾島（　２　） 芹澤貞（④）＋１

鶴田（　④　） 植松（④）＋１ 渡邉（ 休会 ）

-------------------------１１月分出席一覧 -----------------------

室伏（④）+１ 名古（④）+１ 芹澤和(④)＋２

重光（④)+２ 下原(　３　) 杉山（④）+１ 鈴木博（④）+１ 鈴木良(　３　) 田村（④）+１ 土屋(３、１)

上野（④）+１

例会出席％　82 . 29　% 地区報告％　88 .  54　%

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 

　本日は楽しいクリスマス家族例会です。ゲスト
の皆様、ご家族の皆様、加藤学園ＩＡＣの皆様、
皆様は家で、ケーキ、鶏肉料理などでクリスマス
を祝いますか？では日本でのクリスマスのお祝い
の意味とはなんでしょうか？キリスト生誕祝はし
ますがお父様あるいはご主人の誕生祝をします
か？ともあれ楽しく幸せなことは良いことです。

　クリスマスの語源は「クリストゥ、ミサ」の略
でクリストゥはキリスト、ｍａｓは礼拝を意味し
ます。クリスマスの由来は沢山の説があります。

　聖書には「羊飼いたちが野宿で夜番をしながら
羊の群れを見守っているときキリストは生まれ
た」と書いてあります。ローマは日本より非常に
寒く極寒の中ベッツヘレムの馬小屋での誕生は非
常に無理だとも言われております。

　古代ローマでは太陽の神を崇拝する異教徒が大
きな力をもち12月25日が太陽神をまつる祝祭日に
していました。初代キリスト教指導者が異教徒と
の対立を防ぐため、又異教徒にキリスト教を広め
るために12月25日の太陽の神の祭日と結び付け同
じ日をクリスマスとしたという説もあります。ユ
ダヤ教は日没を1日としますので、12月24日夜か
ら25日までがクリスマスです。文献の中の一つを
紹介いたしました。

　今日のクリスマス家族例会を開くのにあたり、
クラブ管理運営委員会のメンバーが準備をいたし
ました。良い子のお子様には一足早くサンタさん
からプレゼントがあります。　

　そして、メンバー全員が自分の職業を通して得
たお金を寄付して、地域社会にお役にたてたい
と、車いすを寄贈いたします。我がクラブと共に
奉仕の心を学び活動をしている加藤学園ＩＡＣの
クラブの皆様、メンバーを陰で支えてくださるご
家族の皆様と、共にロータリはさまざまな活動を
しております。メンバーのご友人の皆様時々例会
に遊びに来てください。そして一緒に活動する日
を楽しみに会長挨拶とさせていただきます。

1月のプログラム

1121回12:30

1月8日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 新年の抱負

会長・幹事他

1122回18.30

1月17日(土)

伊豆長岡ﾎﾃﾙ天坊 新年会 ｸﾗﾌﾞ管

理運営委員会 移動・夜間例会 

1123回12.30

1月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話

チャック・ウィルソン

1124回12:30

1月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞ協議会

上期活動報告　

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
　12月22日(月)　20日(土)　Xmas夜間家族例会
　01月05日(月)　新年夜間例会（MU受付はござい
　　　　　　　　ません）
　01月12日(月)　祝日休会（MU受付はございませ 
　　　　　　　　ん）
　※サインのみMU受付は12/22のみです。

②長泉ロータリークラブ
　01月14日(水)　夜間例会　MUは11：30～12：30 
　　　　　　　　於：米山梅吉記念館

③富士宮ロータリークラブ
　12月29日(月)　特別休会
　01月05日(月)　通常例会
　01月12日(月)　祝日休会

④富士宮西ロータリークラブ
　01月02日(金)　特別休会

2.報告・連絡事項

①次週25日は裁量休会、次々週1月1日は祝日休会
ですので、ご注意願います。

②１月17日(土)の新年会の出欠席をご記入くださ
い。

③次回1月8日は、例会後に理事会がありますので、
理事の方は出席および協議資料の提出をお願いし
ます。

④1月8日は、インターアクトクラブ例会が開催さ
れます。

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 重光　純

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
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◆◆第1120 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

ｸﾘｽﾏｽ家族例会　ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
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クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1120回 25名 21名 -  84.00 %

1118回 25名 22名 2   96.00 %

●欠席者（ 4名）

　宮口雅仁、鈴木良則、重光　純、下原満知子

●他クラブへの出席者

　伊縫文哉、成田みちよ、上野祥行、重光純
(12/6 沼津北RC)、伊縫文哉(12/18 富士山吉原
RC)、重光純(12/19 沼津RC)　

●スマイル報告（本日のスマイル 140,000円）

1.芹澤和子：クラブ管理運営委員会クリスマス例
会、宜しくお願いします。

2.植松　正：クラブ管理運営委員会の皆様、本日、
よろしくお願いします。

3.名古良輔：芹澤会長、植松幹事、半年間、御苦
労さまでした。来年も、よろしくお願いします。

4.芹澤貞治：一年、無事、送れました。

5.本村文一：6.成田みちよ：芹澤会長、植松幹事、
半年間、おつかれさまでした。

7.渡邉亀一：一家でお世話になります。よろしく
お願いします。

8.宮島賢次：メリークリスマス。今年は楽しい年
でした。会長、幹事、来年も宜しくお願い致しま
す。

9.久松　但：クリスマス例会、楽しみましょう。

10.尾島康夫：11.土屋昌之：12.頴川ゆう子：ク
リスマス例会、よろしくお願いします。

13.田村治義：今年最後の例会、よろしくお願い
します。

14.名古良輔：12月14日袋井クラウンメロンマラ
ソンに出場、フルマラソン、初完走しました。

クリスマス家族例会

　本日はクリスマス例会でした。それぞれ1年を
振り返りつつ、懇親を深めることができました。

　　　　司会は上野祥行君と成田みちよ君

　　　　　開会の挨拶は本村文一君

　　　　　　乾杯の挨拶は芹澤貞治君

　　　みなさん楽しい時間を過ごしました。

　　　　恒例(？)のサンタさんの登場！

　　　　　　子供たちと記念撮影

　　　　そして全員での手に手つないで　　　　

　　　　　閉会の挨拶は田村治義君

　




