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　　　　　　　　　　　　　  芹澤和子 会長

2月はロータリー世界理解月間です。1905年2
月23日に行われたロータリー例会の記念日で
す。現在は「世界理解と平和の日」と呼ばれて
おります。　昨今のイスラム国の過激な行為で
人が人を傷つけ、殺傷するという報道が毎日の
ように流れ、胸が苦しく言葉になりません。

ですが沢山の人が平和を願い活動しておりま
す。我がクラブの名古さんのベトナム枯葉剤被
害者救済活動もその一つです。2014年10月23日
～27日バクザン省ハンディキャップチルドレン
村を中心に音楽療法、名古さんの専門分野でも
ある眼科検診、医薬品の贈呈の活動を続けてお
ります。被害者宅にも一軒一軒慰問訪問をし
て、すぐに役に立つ医薬品などを贈呈しており
ます。

枯葉剤が散布され障害を受けた長女は知能障
害になり、ご主人を失った家庭は母親が面倒を
見ております。国からの援助金は月3,500円だ
そうです。その母親は自分の周りの人たちが同
じ苦しみを乗り越えているので皆同じです、と
言っていたようです。名古さんは子供の笑顔に
救われると書いてありました。沢山の情報をい
ただきましたが、まとめられない伝え方になっ
ております。枯葉剤がまかれて50年余りになり
ます。全国では約400万人が枯葉剤を浴びた
他、多くの第二、第三世代の子どもを含む300
万人あまりが枯葉剤の被害者となっており、数
十万人が枯葉剤により死亡しています。子供や
孫の代まで、終わりのない戦争被害は続いてお
ります。

現在のイスラム国の行為もベトナム枯葉剤被
害も原因は争いです。他国の異文化を理解し、
すぐ近くにいる人を愛し、日本国平和憲法をま
もる事でしょうか。いつも私の使う言葉、家庭
は世界の礎です。笑顔で過ごせる家庭を作りま
しょう。 　　　

　　

　　　　　　　２月のプログラム

1126回 18:30 
2月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　2ｸﾗﾌﾞ合同例会 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

1127回 13:00 
2月22日(日)

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ富士　静岡第3分区IM 
新富士RC

1128回 12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

　　　　　　　３月のプログラム

1129回 12:30 
3月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
鶴田龍聖君

1130回12:30
3月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 
IM実行委員長　井上武雄君

1131回 18:30
3月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑤ 
25周年記念例会実行委員長　
栗原侑男君　　　　　　夜間例会

1132回 12:30 
3月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告他 
加藤学園IAC

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
1.鈴木和憲様：㈱東海医療器械

●ビジター
1.内野　聡様：沼津北RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1125回 25名 23名 -   92.00%

1123回 25名 22名 1   92.00%

●欠席者(２名)

伊縫文哉、尾島康夫　

●スマイル報告（本日のスマイル 25,000円）
1.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鶴田龍聖：誕生日のお祝いありがとうございます。
80年今日まで生かされている事に感謝します。

3.井上武雄、4.芹澤貞治：家族の誕生日のお祝いあ
りがとうございます。

5.宮島賢次、6.頴川ゆう子：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 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　■■ 

IAC指導者講習会報告 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

2014～2015年度

第24巻29号
2015年2月5日

◆◆第1125例会　会長挨拶◆◆
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7.芹澤和子、8.植松　正：IAC指導者講習会報告よろ
しくお願い致します。

9.鈴木良則：雪が降らない事を願っています。

10.久松　但、11.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.連絡、報告事項
①本日は、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次週は夜間例会で、ニューウェルサンピア沼津に
て、２クラブ合同例会です。

下記スケジュールにて、送迎バスを用意しますので
、時間厳守でお乗り下さい。

【行き】沼津駅北口 17:30 → 原駅 17:50

【帰り】1号車：例会場　21:00 → 2次会場 21:15 
→ 沼津駅北口 21:20

2号車：例会場　21:00 → 原駅　 21:20

③22日は、ホテルグランド富士にてIMです。

（参考）JR東海道線　沼津 11:57 → 片浜 12:01 → 
原12: 04 → 富士 12:15

理 事 会 報 告

1.協議事項

①3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

②3・4月の座席の件　SAA　栗原侑男君

⇒承認

③富士宮ＲＣ創立50周年記念例会の出席について

・会長・幹事各自、祝儀を持参し参加する。

⇒承認

④4月9日に開催予定の花見家族例会の開催場所につ
いて

・開催場所によっては、日程の変更も視野に入れク
ラブ管理運営委員会内にて計画後、理事会にて討議
する。

⇒承認

IAC 指導者講習会報告

　　　　　　　

　　　　　　IAC委員長　重光　純

　平成26年11月2日に山梨県立白根高校がホスト校
として開催されたIAC指導者講習会に参加いたしま
した。

　来年度は加藤学園高校がホスト校であることも
あり、ホストRCの南アルプスRCがどのように関与
しているのかを注目していましたが、生徒が中心
として運営されており、南アルプスRCの皆様は、
主にロータリアンの案内や接待をなさっていまし
た。

　講習会の流れとしては、開会式に始まり、1時間
の講演が続き、その後にわかば支援学校の太鼓演
奏が行われました。昼食後は、生徒たちはゲーム

を通じて生徒間の交流を深める活動を行い、われ
われロータリアンは別室で待機していました。

交流会が90分間ほど行われた後にロータリアンを
含めた全体会議を行い、そこで交流会で話し合わ
れた内容をグループごとに発表しました。加藤学
園の生徒は4名参加していましたが、最初は戸惑っ
ていたもののゲームを通じて他校の生徒たちと交
流を深めることにより、何か得るものがあったよ
うに見受けられました。

　全体会議の後はすぐに閉会式が行われ、地区IAC
小委員会委員長の総評を得て閉会の点鐘により閉
会しました。

　来年度は加藤学園高校がホスト校であることか
ら、当クラブに対し当日はもちろん準備において
も何らかの協力要請があると思われますので、そ
の際には皆様のご協力をお願い申し上げます。

　

　　　　　　　芹澤和子　　会長　　　　　　

　本日はIAC指導者講習会奉仕プロジェクト委員会
卓話ですが,ほんの少し時間をいただき車いすの贈
呈式の報告をさせていただきます。

　会長就任時の活動方針で地域社会の新しい奉仕
活動を実行したいと計画を致しました。

　クリスマス家族例会時に皆様から寄付をいただ
き車いす7台購入し、1月初めに寄贈先へ配布済の
報告と、礼状のご案内を幹事からさせていただき
ました。1月31日14時にその中の一か所友愛ホーム
に贈呈式に行ってまいりました事をご報告させて
いただきます。皆様のボックスの中に贈呈式のお
写真があると思います。加藤学園インターアクト
クラブ生徒6名同伴の先生2名、クラブから幹事の
植松さん、IAC委員の重光さん、私と総勢11名での
訪問に最初は驚きましたが、IACのこれからの活動
にという希望もあり、友愛ホームの内容の説明を
真剣に聞いておりました。訪問しました一階は朝
から夕方まで、認知症などを遅らせる様々なケア
ーをしながら時間を過ごすグループホームです。
最初は生徒もぎこちなくただ座っているだけでし
たが、時間がたつにつれて一緒に手話をしたり、
歌ったり、歌いながら体が不自由な人の足をさす
ってあげたり、手を握ったりしておりました。お
年寄りは生徒の頭をなぜたりしながら「かわいい
ね」「良い子だね」と言って喜んでいました。生
徒も笑顔で接しておりました。

車いすの贈呈の時は感激して、涙を流しているお
年寄りの姿に、思わず胸が熱くなりました。今使
用している車いすはエアータイヤで、ノーパンク
タイヤをいただいたことにも喜んでいました。IAC
の先生も言っておりましたが、「今までのIACの奉
仕活動は相手の顔が見えない活動でした。これか
らの活動は相手の顔がみえる活動が出来たら、相
手の喜ぶ顔が見えることで奉仕の大切さ、奉仕を
することで相手から何倍にもなる笑顔と感謝をも
らえることを経験してほしい」と同じことを私も
かねがね感じておりました。会員の皆様の寄付で
沢山の人が本当に喜んでくれた報告とIACの今後の
活動の参考になればと思います。
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                            芹澤和子 会長

皆様こんばんは。沼津柿田川RCの皆様ようこそ

おいで下さいました。心より歓迎いたします。

今年は我がクラブの当番となっており、当クラ

ブの例会日に合わせていただきありがとうございま

す。2クラブ合同例会は、1999年2月18日に沼津西RC

のホストでブケ東海に於いて行われました。今回で

17回目となります。最初の会員数は沼津柿田川RC36

名、沼津西RC31名だったそうです。沼津には4クラ

ブありますが、歴史が浅く、会員数も少ない2つの

クラブが1年1回ロータリーを語り合い、メンバー同

士が親睦を図り、クラブ同士が大きく発展するため

に切磋琢磨している情報を共有して時間を過ごすこ

とが目的だったようです。今でもその思いは続いて

おります。

私がロータリーに入会して最初のメーキャップ

が沼津柿田川RCでした。何となく親しみがあり、仲

間に出会ったような気持ちで緊張もせずに楽しく例

会を過ごしたような気がいたします。また遠方の例

会の時はバス移動も同行させていただいておりま

す。バスの中では大変楽しく笑い声が絶えませ

ん。4クラブ合同例会は途中中断がありましたが、

この2クラブ合同例会は交互にホストをして長い間

例会が続いております。最初に2クラブ合同例会の

提案をして、実行した先輩メンバー、当時の会長植

松秋彦様(植松幹事のお父様)、沼津柿田川RCは小川

智様、そしてその思いを継続させている現在のメン

バーの皆様と共に、これからも末永くこの会が続

き、そして共に2クラブが発展しますことを願いま

す。今宵は大いに語り合い親睦会では楽しく気兼ね

なく大きな声で笑い、また歌いましょう。新入会員

あるいは今まで話したことがない会員と、短い時間

の中で良い仲間になりましょう。次年度は我がクラ

ブも25周年を迎え、IMも行われます。来てよかった

と思っていただけるよう当クラブ全員で努めます。

皆様のご協力とご参加をよろしくお願いいたしま

す。

　　　　　　　２月のプログラム

1127回 13:00 
2月22日(日)

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ富士　静岡第3分区IM 
新富士RC

1128回 12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

　　　　　　　３月のプログラム

1129回 12:30 
3月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
鶴田龍聖君

1130回12:30
3月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 
IM実行委員長　井上武雄君

1131回 18:30
3月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑤ 
25周年記念例会実行委員長　
栗原侑男君　　　　　　夜間例会

1132回 12:30 
3月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告他 
加藤学園IAC

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

1126回 25名 20名 -   80.00%

1124回 25名 23名 0   92.00%

●欠席者(5名)

伊縫文哉、井上武雄、成田みちよ、尾島康夫、 
鈴木良則

●他クラブへの出席者

鈴木博行（2/10　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 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　■■ 

 2クラブ合同例会　クラブ管理運営委員会

2014～2015年度

第24巻30号
2015年2月12日

◆◆第1126例会　会長挨拶◆◆



　

2

●スマイル報告（本日のスマイル 10,000円）
1.芹澤和子：沼津柿田川RCの皆様、楽しい時間をお
過ごしください。

2.植松　正、3.名古良輔、4.田村治義、5.久松　但、
6.本村文一、7.宮島賢次、8.重光　純：沼津柿田川
RC皆様、本日はよろしくお願いします。

9.栗原侑男：沼津柿田川RCの皆様、遠い所御苦労様
です。今日は、楽しくやりましょう。

10.渡邉亀一：久し振りに合同例会出席です。皆様、
よろしくお願いします。

幹　事　報　告

1.連絡、報告事項
①次回例会は、曜日変更で2/22(日)ホテルグランド
富士にて、静岡第3分区IMです。

（参考）JR東海道線　沼津 11:57 → 片浜 12:01 → 
原12:04 → 富士 12:15

2クラブ合同例会

 

懇親会開会のあいさつは柿田川ＲＣ　濱田会長

　　　　乾杯は　久松　但パスト会長

　　　　　　　　

　　　　　　　　　会場内の様子

　　　　　

　　　　　　両クラブ　新入会員紹介 

カラオケの様子 

　

アトラクションの　津軽三味線

ソングリーダーを囲んで手に手つないで

閉会の挨拶は　田村治義副会長
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                            芹澤和子 会長

ロータリーの組織の歯車が回転していくために

様々な会合があります。ロータリー創設以来知り合

うこと、話し合うことは親睦の基本的条件とされ世

界中のロータリーで様々な会合が日々開かれており

ます。

その中の一つであるＩＭ（インターシティー・

ミーティング）が2月22日（日曜日）に開かれまし

た。ＩＭとは、分区単位でガバナー補佐の主催で開

かれる身近な会合です。仲間がその時の社会情勢の

中での問題を話したりクラブ同士の情報を得たり、

親睦を深める目的で、講演、親睦会、次期役員の紹

介などがあります。

今回はホストクラブ新富士ロータリー［次の時

代に何を残せるか］のテーマで行われました。その

テーマに添っての講演　我喜屋　優氏は沖縄県興南

高校野球部名監督としても有名です。講演の内容は

テーマに添っての内容でした。人は日々生まれ変わ

る、大きな声で挨拶をする、食事は残さない、チャ

ンスは目の前でつかむ、逆境も自分の考えと行動で

プラスに転じる、人は木の根っこが大事、木に根が

なければ木に幹も枝も花も咲かない。沢山の名言を

入れ込み人の道の講話を致しました。人生経験の長

い私も沢山の事を気付かせていただいた内容でし

た。

ホストクラブのＩＭに対する考え方、方向性に

より特徴が生まれると思います。次期は我が西ロー

タリークラブがホストになります。メンバーも真剣

に聞いておりました。団結力の強いメンバーと共に

次期のＩＭ　開催に向かいたいと強く感じました。

　　　　　　　２月のプログラム

1128回 12:30
2月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

　　　　　　　３月のプログラム

1129回 12:30 
3月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
鶴田龍聖君

1130回 12:30
3月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 
IM実行委員長　井上武雄君

1131回 18:30
3月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑤ 
25周年記念例会実行委員長　
栗原侑男君　　　　　　夜間例会

1132回 12:30 
3月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告他 
加藤学園IAC

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

1127回 25名 21名 -   84.00%

1125回 25名 23名 0   92.00%

●欠席者(4名)

頴川ゆう子、宮口雅仁、成田みちよ、尾島康夫

●他クラブへの出席者

頴川ゆう子（2/20　沼津RC）

幹　事　報　告

1.連絡、報告事項
①富士山吉原ロータリークラブ

3月19日(木)　奨学会激励会　点鐘18:00

MUはホワイトパレス　フロントにて　11:30～12:30

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　■■ 

 静岡第3分区ＩＭ　新富士ＲＣ
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静岡第3分区ＩＭ

　Ｉｍ会場ロビーでの参加者全員で集合写真

　　　　稲葉邦文ガバナー補佐挨拶

　雨森和彦新富士ＲＣ会長による歓迎の言葉

　　　次期ガバナー補佐　芹澤貞治君

　次期ホストクラブ会長挨拶　芹澤和子会長

　興南学園理事長　我喜屋　優氏による講演

　オープニングはＣ-ＳＴＡＲ（チアダンス）

　挨拶、乾杯の発声は高橋堯昭パストｶﾞﾊﾞﾅｰ

 ＢＧＭ？ＬａＲｉｂｅｒａ（ベリーダンス）

　　　　　最後は手に手つないで

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

本村（　④　） 室伏（　２　） 名古（３，１） 成田（３，１） 尾島（　３　） 芹澤貞（　３　）

杉山（　④　） 鈴木博（　④　）

鶴田（　④　） 上野（　④　） 渡邉（３，１）

-------------------------１月分出席一覧 -----------------------

芹澤和(④)+１

重光（３，１) 下原(　３　) 鈴木良(　３　) 田村（④）+１ 土屋(　２　)

植松（④）+１

例会出席％　82 . 00　% 地区報告％　88 . 00　%

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

２月11日は建国記念の日（祝日）でした。建国
をしのび国を愛する心を養う日だそうです。

祝日ですが特別な行事もなく通り過ぎてしまい
ます。私が子供に頃は紅白まんじゅうをもらい喜
びました。

日本書紀では　カムヤマト、イワレビコノミコ
ト　とは初代天皇になった神武天皇であると書か
れております。イワレビコノミコトは現在の建国
記念の日に当たる、紀元前660年２月11日に大和
のかしはらの宮で即位したとされ、そこから２月
11日を「建国記念の日」に定めたという説もあり
ますが、歴史学上では神武天皇は実在の人物では
なく「神話」と位置付けられているようです。と
ころが古事記、日本書紀には神武天皇は実在の天
皇で、137歳まで生きたとも記されています。

日本の起原を祝日にしようという動きは明治時
代、初代天皇の即位の初日を日本の歴史が始まる
最初の日として日本の紀元の日を「紀元節」と致
しました。紀元節は全国の神社で「紀元節祭」が
模様されていた他、庶民の間でも「建国祭」とし
て祭典が行われておりました。しかし日本は敗戦
国となり紀元節は廃止されました。その後多くの
国民が「建国を記念する日」の設立を望み1966年
より「建国記念の日」が成立されました。その際
「紀元節」から「建国記念の日」に改正されまし
た。

「建国記念の日」が「建国記念日」でないのは
史実に基づく建国の日とは関係なく日本が建国さ
れたという事実そのものを記念する日だからと言
われております。

事実日本という国が今も平和に顕在しているこ
とを国民で祝いたいと思います。

世界中で沢山の争いがあります。大和の国日本
から平和を発信できたらと考えます。

以上会長挨拶と致します。

　　　　　　　３月のプログラム

1129回 12:30 
3月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 
鶴田龍聖君

1130回 12:30
3月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 
IM実行委員長　井上武雄君

1131回 18:30
3月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑤ 
25周年記念例会実行委員長　
栗原侑男君　　　　　　夜間例会

1132回 12:30 
3月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告他 
加藤学園IAC

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

1128回 25名 24名 -   96.00%

1126回 25名 20名 0   80.00%

●欠席者(1名)

室伏博子

●他クラブへの出席者

芹澤和子、重光　純（2/19　IAC）

●スマイル報告

本日のスマイル  11,455　 円

1.芹澤和子：クラブ管理運営委員会、本日卓話、
よろしくお願いします。

2.植松　正：田村クラブ管理運営委員長、よろし
くお願いします。

3.名古良輔：2/15伊豆マラソン(21.7km)完走しま
した。来年は、土屋さんと一緒に走る予定です。

4.B.C.Dテーブル：テーブル会残金です。

5.IM2次会残金です。

6.鈴木良則：所用につき、早退させていただきま
す。

7.成田みちよ：所用につき、早退させていただき
ます。

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　■■ 

会員卓話　クラブ管理運営委員会 

2014～2015年度

第24巻32号
2015年2月26日

◆◆第1128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富士宮ロータリークラブ

3月09日(月)　→7日(土)　創立50周年記念例会

3月30日(月)　→観桜例会　夜間例会　例会場変更

②沼津柿田川ロータリークラブ

3月09日(月)　→移動例会(サインMU受付無し)

3月23日(月)　→夜間例会(サインMU受付有り)

3月30日(月)　→裁量休会

サインのみMU受付は3/23(月)のみです。

③新富士ロータリークラブ

3月14日(土)　→施設訪問そば打ち例会

3月17日(火)　→振替休会

3月31日(火)　→特別休会

2.報告・連絡事項

①ガバナー事務所より、3月のレートは1ドル

=118円です。

会員卓話　クラブ管理運営委員会

　　
　2015年静岡第3分区ＩＭを終えて　
                          田村治義　君

　来年は2月21日（日）にご案内の通り芹澤貞

治次期ガバナー補佐のもと私共沼津西ロータ

リークラブがＩＭを開催する運びとなってお

り、今回の式典でも芹澤和子会長が力強く次

期ホストクラブ会長挨拶を致しました。この

ような計画のもと、井上武雄実行委員長を中

心に総務委員会・式典委員会・記念講演委員

会・懇親会委員会・広報委員会に所属予定さ

れている皆様が夫々のご担当分野を中心にビ

デオやタブレット、スマートフォンで式典・

講演会・懇親会等の状況を記録して頂きまし

た。お疲れ様でした。

私もクラブ管理運営委員会として、また会場

をご利用頂くホテル側の立場として事前にご

了解を頂いた当ホテルの羽毛田営業支配人を

同行させて頂きビデオに記録しました。 

最初に15分程ビデオを見て頂き、それからお

手元に配付しました3ページの資料写真を見な

がら当ホテルで開催する時の検討課題を挙げ

て行きたいと思います。

＜検討課題＞

①受付場所…当ホテルのフロント前は狭いの

で一階の奥階段附近を予定したい。

②式典・講演会場所…二階富士の間、舞台を

確保の上シアターで300席まで可能。

③友愛の広場場所…二階箱根・千本の間、シ

アターで210席まで可能であるので珈琲ブレイ

クならば十分対応出来る。

④懇親会・アトラクション場所…キャパシテ

ィ的に体育館をデコレーションして着席スタ

イルブュッフェで使用するのが現状無理のな

い方法と思料される。参加人数が少なければ

富士の間で行い、式典・講演会を体育館で行

うのがベターなのであるが…

これらの課題を3月12日の次々回例会クラブフ

ォーラムで検討して頂き早期の会場予約をし

ていきたいと思います。　

　　　　　　　例会中の様子




