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芹澤和子 会長 

本日は花見家族例会です。日本中が一斉に咲い
た桜の花を楽しんでいる様子が報道されていま
す。メンバーがロータリー活動できることも、ご
家族の理解とご協力の賜物です。今日は大切なご
家族を交えてお花と、お料理、会話で楽しみま
しょう。

花見の風習が広く庶民に広まったのは江戸時代
と言われています。奈良時代の花見は梅の観賞で
平安時代から桜に代わったようです。桜の花は主
に学校、幼稚園又は公共施設、堤防、道路脇と、
人々が新しい出発と春を感じるところに咲いてい
ます。山を見渡すと桜の花が咲いている山は薄ピ
ンクで愛らしく優しそうに見えます。

桜の花は散り際に花吹雪となり風情が豪華で華
やかです。そして葉桜となり落ち着いた風情を醸
し出します。役目が終わると次の自分たちの役目
まで天地から水をもらい根をしっかり張って人々
に喜んでもらえる時の準備に入ります。人生と似
ていますね。

国道一号線の長い桜並木は本当に豪華絢爛で
す。地元の人たちが大切に思っているのでしょ
う。沼津西RCの地域の中に素晴らしいところがあ
ることに桜の花で気づきました。

桜の花ことばは　「精神の美」、「優雅な女
性」だそうです。今日は花言葉のような女性が沢
山、例会に参加してくださいました。ありがとう
ございます。

4月のプログラム

1134回 12:30
4月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告 
次年度会長・幹事

1135回 18:30
4月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥ 
クラブ広報委員会　　夜間例会

1136回 12:30
4月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津地区協議会報告 
次年度会長・幹事・新会員

4月30日(木) 裁量休会
　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1133 回 26名 17 名 - 65.38 %

1131 回 26名 23 名 1 名 92.31 %

●欠席者(9名）

　久松　但、井上武雄、伊縫文哉、宮口雅仁、成
田みちよ、重光　純、下原満知子、鈴木和憲、鈴
木良則

●他クラブへの出席者

　芹澤貞治（3/27　次期ガバナー補佐会議）

　芹澤貞治、宮島賢次、田村治義、杉山真一
（3/28　PETS）

　芹澤和子、下原満知子（4/3 沼津RC）

　久松但（4/3 Ｅクラブ2650）

●スマイル報告（本日のスマイル  4,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正：クラブ管理運営委員会

の皆様、本日は、よろしくお願いします。

3.名古良輔：3月は通算100キロ走る事ができまし

た。

4.M.Aテーブル：テーブル会の残金です。

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 名古良輔

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37号
2015年4月4日

◆◆第1133 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

花見家族例会　クラブ管理運営委員会
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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

　4月14日(火)　音楽会（昼間）

　4月21日(火)　夜間例会（新旧委員長会議）

  グリーンホテル

②長泉ロータリークラブ

　4月08日(水)　3クラブ合同例会/観桜会　

   夜間例会　於：御殿場高原ホテル

　 MU受付は11:30～12:30　於：米山梅吉記念館

　4月22日(水)→24日(金)　早朝例会（記念館清

   掃）

　 22日(水)　MUの受付はありません。

　4月29日(水)　祝日休会　　

2.報告・連絡事項

①ガバナー事務所より、4月のロータリーレート

は1ドル=118円です。

②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。

お食事処　松韻　　花見家族例会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開演の挨拶　宮島　賢次君

みなさん、楽しそうです。

乾杯の音頭は尾島　康夫君

みんなで楽しく、手に手繋いで

一本締めは、次期会長　田村　治義君
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芹澤和子 会長 

本日は、PETS（会長幹事エレクト研修セミナ）
報告です。よろしくお願いいたします。

昨年の今頃は緊張の面持ちで会長職の重責を受
けるために勉強を致しました事を思い出します。
今思う事は、あと少しで任期満了になること。さ
らに人生において大変良い勉強を現在も続けられ
ていますし、ある程度の緊張を持続することは病
気も近寄ってきませんので珍しく体調が良好だ、
ということなどです。

さて、4月は雑誌月間です。ロータリーの雑誌
月間とはロータリー誌及び地域雑誌（ロータリー
の友等）の購読と活用促進に役立つプログラムを
行う月間となっております。1983年度～84年度に
特別月間として4月がロータリー雑誌月間に指定
され今日に至っております。沼津西ロータリーク
ラブ定款第14条にもＲＩの機関雑誌または地域的
なロータリー雑誌を購読しなければならないこと
を義務づけております。地域的なロータリー雑誌
の中には「ロータリーの友」があり1953年1月に
地域ガバナーの機関誌として広い意味でロータ
リー情報の普及を目的として発足され1980年7月
から公式地域雑誌になりました。

我がクラブでも「ロータリーの友」の内容紹介
を例会時に行う活動をしております。4月3日に沼
津ロータリーの例会に伺いました折にも「ロータ
リーの友」の紹介をしておりました。会長になり
「ロータリーの友」を沢山読むようになりまし
た。各地域のロータリー活動、国際的な活動、会
員のスピーチ等身近な内容が満載になっておりま
す。他クラブの活動を拝見しまして、クラブ活動
のヒントになったりも致します。小説、漫画とは
違いますが投稿する人の気持ちを感じます。

雑誌月間を機会にロータリー雑誌を読んでいた
だき、ロータリアンの素晴らしさと、沢山の奉仕
活動を知っていただきたいと思います。

4月のプログラム

1135回 18:30
4月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥ 
クラブ広報委員会　　夜間例会

1136回 12:30
4月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津地区協議会報告 
次年度会長・幹事・新会員

5月のプログラム

1137回 12:30
5月07日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
静岡県庁地域福祉課　石田長世様
静岡県宅老所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡協議
会　事務局長　木下幸子様

1138回 12:30
5月14日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ガバナー補佐
期末訪問　稲葉邦文ガバナー補佐

1139回 18:30
5月21日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第1・2・3
分区ﾚﾃﾞｨｰｽ交流会参加報告 
芹澤和子・成田みちよ

1140回 12:30
5月28日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
笑いﾖｶﾞﾃｨﾁｬｰ　服部貴江様

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1134 回 26名 22 名 - 84.62 %

1132 回 26名 25 名 0 名 96.15 %

●欠席者(4 名）

久松　但、伊縫文哉、尾島康夫、鈴木良則

●他クラブへの出席者

久松　但（4/9　Eクラブ2730）

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 名古良輔

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 38 号
2015 年 4 月 9 日

◆◆第 1134 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

PETS 報告　次年度会長・幹事　
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●スマイル報告（本日のスマイル  10,000円）

1.鈴木博行：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

2.本村文一：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

3.芹澤和子、4.植松　正：田村次年度会長、杉山

次年度幹事、PETS報告、よろしくお願いします。

5.上野祥行：4/8献血に行ってきました。

6.頴川ゆう子：本日は、早退させて頂きます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

1.他クラブの例会変更等ありません。

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、

理事の方はよろしくお願いします。

②4月18日(土)の地区協議会に出席の方は、沼津

駅北口を7:30に出発します。

PETS 報告　　次年度会長　田村治義　

　3月28日（土）山梨県立図書館で開催された

会長エレクト研修セミナーに杉山真一次年度

幹事と共に出席して参りました。

　セミナーの主なプログラムは①岡本ガバナ

ー挨拶②野口ガバナーエレクトによる挨拶及

びＲＩ会長並びにガバナー方針と地区目標③

高野次期地区研修委員会委員長によるクラブ

会長の役割と責務④次期ガバナー補佐・クラ

ブ会長、幹事エレクトによる各分区会議　⑤

金杉第２ゾーンロータリーコーディネーター

による「元気なクラブ作りのために」と題し

た講話⑥質疑応答～16時閉会点鐘でした。 

　①では全世界が毎年7月に前向きに一新する

。会長もガバナーも方針も。これはすごい事

である。次年度に向け野口ガバナーエレクト

と共に作戦を練り意欲を高めて頂きたい。

　②では自己紹介と共に2015-16年度国際ロー

タリー会長K.R. "ラビ" ラビンドラン氏の掲

げたテーマ「世界へのプレゼントになろう」

について要約説明が有りました。「人は手を

閉じて生まれ、手を開いて世を去る」また「

己の　才能は、天から授かったもの」と言わ

れる。そして、学びを通じて知識・能力・努

力・献身など、誰にでも与えることの出来る

何かを持っているはずです。ロータリーを通

じて、これらを世界にプレゼントすることで

本物の何かを残すことが出来る。私たちに与

えられた時間は今です。この機会は二度と訪

れるものではない。との解釈で、地区ガバナ

ーの私と各分区ガバナー補佐11名、クラブ会

長・幹事の皆さん方、この組み合わせは生涯

一度きりです。当年度は偶然にも閏年で1日多

く授かり366日間です。やるぞと気持ちを入れ

替えて（嫌だと思った方も）こんなチャンス

と組み合わせ楽しみましょう。

　③では惰性の1年は無駄な1年となる。変革

しなければ変わらない。自クラブの「変えて

はならぬもの」を確認し「変えるべきもの 

」とは何かを見定め、テイクアクションしま

しょう！ロータリーを自ら学び行動出来る人

間になりましょう。

　⑤では親睦・高潔性・多様性・奉仕・リー

ダーシップの価値観を、クラブのサポートと

強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメ

ージと認知度の向上の戦略計画で行動に、と

いう講話を受けました。　　

PETS報告  次年度幹事　杉山真一　

私にとっては、4年ぶり2度目の参加です。



3

PETS分区会議の内容を抜粋して報告します。

1.ガバナー公式訪問について

　合同例会を通じて、クラブ同士のつながり
と親睦を深める機会にということで、今年の
ガバナー公式訪問は合同例会中心で、ロータ
リー史上最少の公式訪問数だそうです。
例会の際、クラブ別に席次を集めずランダム
に席次を決めてほしいそうです。

2.分区内各クラブの活性化のための「情報発
信」についてですが、地区クラブのホームペ
ージで活動を紹介してほしい事と、活動が新
聞に掲載された場合は掲載日時、新聞名がわ
かるように、切り抜かずに一面全部をガバナ
ー事務所に送ってほしいそうです。

3.地区大会における分区自慢屋台の出店です
が、当クラブの会員にも、知り合いや会社な
どの関係企業などで11月7日に行われる地区大
会に、地区からの予算も少額ですが依頼があ
り、飲食物、名産品などの屋台で人数にして
150人程度の支度が出来る物に心当たりがあり
ましたら、次年度幹事まで報告ください。
目的といたしましては、分区の特徴をアピー
ルする機会にしてほしいそうです。

4.IMの対応についてですが、ガバナー補佐主
催の分区最大イベントです。分区のつながり
を強め、交流と親睦を深めてほしいそうです
。

5.会長賞への挑戦とMY　ROTARYの活用という
ことですが、特にMY　ROTARYにより多くクラ
ブ会員に登録を進めるということですが、後
日アカウント登録方法を配布したいと思いま
すので皆さんもチャレンジしてください。ち
なみに、私も田村次年度会長も登録しました
。

　次年度会長エレクトセミナーに参加して、
改めて次年度への本格的な始動を感じ、責任
の重さを痛感しております。田村次年度会長
の足を引っ張らぬよう努める所存ではありま

すが、至らぬ点は先輩の皆様ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願いいたします。

理事会報告

■協議事項

①5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

②5・6月の座席の件　SAA　栗原侑男君　⇒承
認
　次年度委員会別とする。
　　
③千本浜遊歩道清掃の件　

奉仕プロジェクト委員長　井上武雄君
　⇒承認

日　時：5月17日(日) 9：30～　
(株)栗原自動車駐車場集合

参加者：会員及び家族、加藤学園IAC会員20名
程度、沼津特別支援学校10名程度
費　用：IAC謝礼(交通費)、軍手・備品等

④千本浜清掃慰労会の件　
クラブ管理運営委員会　田村治義君　⇒承認

⑤外部卓話の謝礼の件　⇒承認

(1) 第1137 回例会　外部卓話　謝礼金　
(2) 第1140 回例会　外部卓話　謝礼金をクラ
ブ管理運営委員会 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予算より支給

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

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

重光（３，１） 杉山（　④　） 鈴木博（　④　）

土屋（　④　） 鶴田（　④　） 植松（④）＋１ 上野（３，１） 渡邉（　④　）

-------------------------３月分出席一覧 -----------------------

芹澤和(④)+１

下原(　④　) 鈴木和(　３　) 鈴木良(　３　) 田村(　④　)

例会出席％　87 . 38　% 地区報告％　95 . 15　%

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 

本日はクラブ広報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。

クラブ広報委員会には会長挨拶文の校正等で大
変お世話になります。私も以前、広報委員活動に
参加させていただきましたが、文明の利器に弱い
私は大変ご迷惑をおかけいたしました。

先日、面白いセミナーを受けてきましたので、
ほんの一部をお話いたします。夫婦仲人生の春夏
秋冬の話でした。夫には妻がいます。私のような
夫を亡くした人にも心の中には生き続けていま
す。恋愛中はその人の足の裏のにおいも何も感じ
ずただ相手を好きでいられます。さて２０年経つ
とどうでしょうか？その匂いがたまらなく気にな
りだします。そしてストレスにもなります。最初
の愛情から今の愛情は変わってきていますか？本
質的には変わらないでしょうし、もっと深まって
いるかもしれません。長い間の夫婦生活で子供が
生まれ経済的にも大変な時があり、ただ愛情表現
を言葉にすることを忘れているのではと思いま
す。人は話すことが出来ます。毎朝「おはよう」
「今日は良い天気だね」「ヘヤ―スタイルいい
ね」のような愛情を言葉にすると二人が優しくな
るようです。愛情は自己中心的ではいけない。相
手を思う心が愛になるのだと言っていました。愛
情表現を一つで良いから朝言葉に表して周りの人
に声をかけることでお互いが幸せになるようで
す。私も夫に優しさが足りなかったことを今思い
知らされています。

二つ目は人生の冬に強い生命力をもっていない
と春が芽生えない、という話です。

私にも長く厳しい冬の時代が続きました。ある
人の一言が私を救ってくれました。それは「2年
後には本当に良い年になるよ」の言葉でした。そ
して私は自分の目標を立て２年後に向かいまし
た。その人が言った言葉が本当でも嘘でも良いと
思います。自分が信じて自分が努力したらその言

葉は当たっているのです。

冬は通り過ぎて皆様と出会えて今は幸せです。
取止めのない挨拶でした。

4月のプログラム

1136回 12:30
4月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津地区協議会報告 
次年度会長・幹事・新会員

5月のプログラム

1137回 12:30
5月07日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
静岡県庁地域福祉課　石田長世様
静岡県宅老所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡協議
会　事務局長　木下幸子様

1138回 12:30
5月14日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ガバナー補佐
期末訪問　稲葉邦文ガバナー補佐

1139回 18:30
5月21日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第1・2・3
分区ﾚﾃﾞｨｰｽ交流会参加報告 
芹澤和子・成田みちよ

1140回 12:30
5月28日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
笑いﾖｶﾞﾃｨﾁｬｰ　服部貴江様

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1135 回 26名 17 名 - 65.38 %

1133 回 26名 17 名 4 名   80.77 %

●欠席者(9 名）

久松　但、伊縫文哉、本村文一、名古良輔、成田
みちよ、尾島康夫、重光　純、下原満知子、鈴木
良則

●他クラブへの出席者

伊縫文哉（4/14　沼津北RC）、久松　但（4/15 
Eクラブ2500)、名古良輔(4/15　eCLUB ONE)

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 名古良輔

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 39 号
2015 年 4 月16 日

◆◆第 1135 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム⑥　クラブ広報委員会　
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●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：クラブ広報委員会のク

ラブフォーラム、よろしくお願いします。

3.鈴木和憲：父の死去にあたり、御香資有難うご

ざいました。

  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

5月21日(木)　創立60周年記念例会　点鐘14:00

MUは11:00～12:00ホワイトパレスフロントにて。

②沼津ロータリークラブ

5月1日(金)　裁量休会MUの受付はいたしません。

2.報告・連絡事項

①4月18日(土)の地区協議会に出席の方は、沼津

駅北口を7:30に出発します。

②5月17日(日)の千本浜清掃の出欠席をご記入く

ださい。

クラブフォーラム　クラブ広報委員会　

副委員長　土屋　昌之　

　　本日のクラブフォーラムは、広報委員会

が担当いたします。広報委員会を未経験の方

のために、最初に広報委員会の仕事を説明さ

せていただきます。まず、主な仕事として週

報の作成があります。6名の委員が月ごとに担

当が変わり編集しております。その他には月

初に「ロータリーの友」の案内、ホームペー

ジの管理、奉仕活動・ロータリー活動の PR 

などがあります。

　本日は、広報委員会の活動の今後の参考に4

つのテーマを各テーブルで議論していただき

、発表していただきました。議論していただ

いたテーマと発表内容は以下をご参照くださ

い。

　

＊奉仕活動（ロータリー活動）の PR の方法

について

　地元テレビ局又はケーブルテレビの活用。

地元新聞の活用。魅力的なホームページでPR 

する。

＊週報について

　以前に比べるとお金をかけずに立派なもの

。ロータリーの中では最先端だと思う。スマ

イルの合計金額は載せないでもよいのではな

いか。見出しの字の色と文字の色によっては

、見ずらい時があるので、考慮して欲しい。

素晴らしい。ことわざ、人生の心得等の一口

メモを載せるのもよいのではないか。卓話の

原稿を短くし、誕生日等を乗せる。

＊ホームページについて（ホームページを見

ていますか？その他ご意見下さい。）

　例会予定、過去の週報をたまに見ている。

マイロータリー、他クラブの情報を見ている

。例会会場の地図を詳しく載せたほうがよい

。

＊会員専用のホームページは必要か？

（パスワードを設定し、会員名簿・連絡先・

慶弔等の案内を載せる。）

　名簿、理事会の議事録、連絡網を載せても

よいのではないか。現状で充分なのでいらな

いと思う。小さいクラブなので現状のコミュ

ニケーションで間に合うのではないか。

　以上、ご協力ありがとうございました。貴

重な意見として、今後の広報委員会の活動に

役立てていきたいと思います。
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芹澤和子 会長 

本日は地区協議会報告です。よろしくお願いい
たします。地区協議会懇親会の後、急に声が出な
くなりましたが、次の日のレディース会員交流会
で、なお酷くなりました。会長挨拶がお聞き苦し
い事お詫びいたします。歳を重ねると少しの油断
で体調を悪くして長引きますが、私の場合は声変
わりの症状です。

さて市議会選挙が始まりました定員28名のとこ
ろ36名の候補者が出ております。沼津市の人口は
年々減少しております。町の中心地も以前とは様
変わりしております。平成27年住民基本台帳によ
りますと沼津市の人口は202,612人。男性の平均
年齢45.3歳、女性48.7歳。西ロータリークラブと
同じような平均年齢ですね。0歳～19歳までが
32,809人。20歳～39歳　42,587人。40～59歳 
55,846人。60～74歳　44,852人。75歳からは
26,512人だそうです。

年齢でいえば沼津市は、まだまだ、これから飛
躍する年齢です。

沼津に長く住んでおりましても市民憲章を見る
機会は、あまりありません。大変良い憲章です。

私たち市民は

(1)緑と水と空、かけがえのない自然を守り育
て、清潔な環境をつくります。

(2)すすんで、心身を鍛え健康と文化の向上に
努めます。

(3)仕事に生きがいをみいだし意欲をもって働
きます。

(4)人権を尊重し、時間と規則を守ります。

(5)善意と思いやりをもって温かい家庭を作り
ます。

私達市民が日常心がけることだと思います。沼

津市民でなくても同じです。そして、沼津の将来
を担う若者と市政を動かす市会議員を選ぶことの
できるチャンスを生かして選挙に行きましょう。

5月のプログラム

1137回 12:30
5月07日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
静岡県庁地域福祉課　石田長世様
静岡県宅老所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡協議
会　事務局長　木下幸子様　

1138回 12:30
5月14日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ガバナー補佐
期末訪問　稲葉邦文ガバナー補佐

1139回 18:30
5月21日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第1・2・3
分区ﾚﾃﾞｨｰｽ交流会参加報告 
芹澤和子・成田みちよ

1140回 12:30
5月28日 (木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話 
笑いﾖｶﾞﾃｨﾁｬｰ　服部貴江様

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数　26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1136 回 26名 22 名 - 84.62 %

1134 回 26名 22 名 2 名 92.31 %

●欠席者(4 名）

久松　但、伊縫文哉、宮口雅仁、本村文一

●他クラブへの出席者

　芹澤和子、植松　正（4/16　IAC）　

　芹澤貞治、田村治義、杉山真一、宮島賢次、芹
澤和子、重光　純、栗原侑男、渡邉亀一、土屋昌
之、頴川ゆう子、下原満知子、室伏博子、鶴田龍
聖（4/18　地区協議会）　

　芹澤和子、成田みちよ（4/19　レディース委員
会）伊縫文哉、成田みちよ（4/20　沼津柿田川
RC）久松　但（4/20　Eクラブ2640）

会　　　長 芹澤和子 幹　　　事 植松　正

広報委員長 久松　但 編　集　者 名古良輔

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 40 号
2015 年 4 月23 日

◆◆第 1136 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■

地区協議会報告  次年度会長・幹事・新会員 
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●スマイル報告（本日のスマイル  16,000円）

1.久松　但：誕生日のお祝いありがとうございま

す。5月の終わり頃には、復帰したいと思います

のでよろしくお願いします。

2.尾島康夫：誕生日のお祝いありがとうございま

す。家族の誕生日のお祝いありがとうございます

。

3.田村治義：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

4.芹澤和子、5.植松　正：地区協議会報告、よろ

しくお願いします。

6.名古良輔：ベトナム支援の旅、写真展を、5月

にサンウェルぬまづで行います。お寄り下さい。

7.鈴木良則：しばらく、休ませていただきまして

、すみません。

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

　5月01日(金)　朝霧アリーナにて　ミツバツツ

ジ　メンテナンス例会

　5月22日(金)　特別休会

　5月27日(金) → 31日(日)　親睦バス旅行　横

須賀

②富士ロータリークラブ

　5月06日(水)　法定休日

　5月13日(水)　宿泊例会

③長泉ロータリークラブ

　4月29日(水)　祝日休会　MU受付無し

　5月06日(水)　祝日休会　MU受付無し

　5月13日(水)　特別例会　※30周年記念例会の

ため、12:00までのMU受付

2.報告・連絡事項

①次週30日(木)は、裁量休会です。

②5月17日(日)の千本浜清掃の出欠席をご記入く

ださい。

地区協議会　報告

「一期一会・全員参加のロータリー」

2015～2016年度　沼津西ロータリークラブ

会長　田村治義

　

　今年度のクラブテーマは「一期一会・全員参加
のロータリー」と致しました。

　1991年5月30日に創立された当クラブは、今年
度25周年を迎えます。また第3分区9年に一度のガ
バナー補佐年度、当クラブから、　芹澤貞治ガバ
ナー補佐を輩出し、当クラブで

ＩＭが開催されます。日々のロータリー活動は、
これからも何度でも会うことは有るでしょうが、
もしかしたら二度と会えないかもしれないと言う
覚悟で、この一瞬を大切に思い

今出来る最高のおもてなしで接していきましょう
。また、30名未満の少人数クラブでも一人二役・
三役で全員の力を結集し、大きなイベントを成功
させましょう。

■重光　純　君

　4月18日に甲府で開催された地方研修・協議会
に参加致しました。私は次年度のクラブ広報委員
長として、ガバナー補佐、会長、幹事及び会員増
強委員長と合同の分科会に出席致しましたが、そ
の中で、49名以下のクラブは純増1名、50名以上
のクラブは純増2名の目標が提示され、また、マ
イロータリーへの登録が強く要請されました。

マイロータリーの登録はIDの入力等が必要とのこ
とですが、パソコンが苦手な方は、事務局や他の
会員にお尋ねになるなどして、できるだけのご対
応をいただけますと幸甚に存じます。

■「地区協議会に、新会員として参加して」

鶴田　龍聖　君

　初めての参加で、総て新鮮な思い出でした。本
会議でも、其々の立場の方々が真摯に話されて居
られた姿は素晴らしい事でした。

各部会に分かれて、新会員の食事タイムの折に感
じた事は、流石、ロータリークラブだと？150名
近い方の食事の折に「フォークやナイフ、茶碗皿
」の音が皆無であった事、僧道修行の第一歩を見
た感じで、感服致しました。

　

　新会員に対し「ロータリアンとしての自覚や理
念」をガバナーより拝聴、次前ガバナーより、ロ
ータリーバッジの意義についての、ユーモラスの
話の中に意義深いものを感じました。

　ロータリーアンの「目的や奉仕」をアピールす
る為のビデオの放映が有りましたが、此れだけの
大会に、関係者は、何等前もっての整備等を、な
されていなかったのか、幾度もやり直しで、意義
有る大会に水を差した感じでした。ビデオの終わ
りには、必ず、寄付行為のメッセージが有りまし
たが、喜んで奉仕をさせて貰いたいと言う、心打
つ一言葉があれば良かった事を、僣越乍ら感じま
した。

■土屋　昌之　君

　ロータリー財団部会の報告です。1人150ドルの
寄付をお願いします。寄付がゼロのクラブをゼロ
にしましょう。ロータリーカードの加入促進。ロ
ータリーカードは利用金額の0.3％が自動的に寄
付となります。地区補助金を活用してください。

マイロータリーに登録してください。




