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                           芹澤和子 会長

本日は次年度活動計画クラブ協議会です。よ

ろしくお願いいたします。

6月はロータリー親睦活動月間です。国際ロー

タリーに親睦グループは100団体くらいありま

す。全ては国際的親睦、友好、奉仕を深める役目

を果たしております。例えばカヌーを楽しむ国際

親睦グループは汚染された川の清掃を行います。

国際ロータリーは親睦グループを結成するために

明確な方針を確立し、公式な認定を受ける前に、

ＲＩ理事会が新しいグループの審査を行うようで

す。勉強足らずな私は初めて知ることが出来まし

た。　

身近な我がクラブの親睦活動は、クラブが何

か事業を実施する時全員が一丸となり、成功させ

るためには日頃からの親睦が大切になります。又

親睦を通じて友人の輪を広げ会員増強になり、親

睦で心が通じ合い会員維持にもつながります。他

のクラブとの交わりなど親睦を通じて沢山の情報

を得ることで活動にもつながります。

先日の社会奉仕で行われた、千本浜清掃活動

後の親睦会はＩＡＣ，支援学校の生徒、先生、メ

ンバーと同じテーブルに付き、行った活動の達成

感を共有できる心地よさを味わいました。ＩＡＣ

の生徒たち一人一人に声をかけて例会時には味わ

えないコミュニケーションをとることも出来まし

た。支援学校の生徒たちは明るくて良い生徒たち

でした。テーブル会も同じ意味で、例会時だけで

はわからないロータリー情報や、会員同士の気取

らない親しみが出てきます。

全く違う職業、立場、考え方を超えた組織つ

くりに親睦は欠かせない活動です。

　　　　　　　６月のプログラム

1142回 12:30 
6月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑦ 
IM実行委員長 井上武雄君 
現新理事会

1143回 18:30
6月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 1年を振り返って 
会長・幹事　夜間例会

1144回 18:30
6月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1141回 26名 24名 -   92.31%

1139回 26名 23名 1名   92.31%

●欠席者(2名)

　尾島康夫、久松　但

●他クラブへの出席者

　植松　正（5/31　ITセミナー）、久松　但

（6/4　福山ロータリーEクラブ2710)

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

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤　次年度活動計画

2014～2015年度

第24巻45号
2015年06月04日

◆◆第1141例会　会長挨拶◆◆
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●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.鈴木良則：次年度活

動計画のクラブ協議会、よろしくお願い致します。

4.杉山真一：本日は、クラブ協議会、次年度活動

計画です。各委員の皆様、よろしくお願いします。

5.芹澤貞治：植松さん、ITセミナー、出席ありが

とうございました。

6.名古良輔：3月、4月、5月と、初めて3ヶ月続け

て月100キロ走りました。

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

 ありません。

2.報告・連絡事項

① 次週は新・旧理事会がありますので、理事の方

は出席及び協議資料の提出をお願いします。

クラブ協議会

　

　次年度活動計画　　　　

次年度幹事 杉山 真一君

次年度に向けて、クラブ協議会が開催されました。

　まず最初に、田村次年度会長より挨拶と次年度

のテーマ「一期一会・全員参加のロータリー」に

ついての説明が行われその後活動計画を各委員長

（代理）より次年度の活動計画について発表して

頂きました。

　

　クラブ管理運営委員会は、プログラム、出席、

親睦について行われ明るく魅了的なクラブ運営を

行い各プログラムの担当者は例会の出席率向上に

繋がるよう魅力的な企画運営に努めるという報告

を、クラブ広報委員会は、会報、広報、雑誌活動

についての報告を、会員増強維持委員会は、ロー

タリー情報、会員増強、職業分類活動についての、

特に純増2名を目指し会員増強活動をし、友人同伴

例会の開催予定の報告を、奉仕プロジェクト委員

会は、本年度改正された新しい特別月間に合わせ

た委員会活動の報告を、SAAは、司会進行・2か月

ごとに行われる座席替えの席次の決め方について

会員内の希望を募るなどの報告をそれぞれ行い、

最後に会計から、次年度の予算についての説明が

行われました。

　その後の質疑応答では、奉仕プロジェクト委員

会のインターアクトの活動について具体的な活動

に説明を求められ、栗原委員長説明がなされまし

た。

　

　各委員長の、活動方法について活発な意見交換

が行われた後　田村次年度会長の総評があり、そ

の後、「来期はいくつかの大きな行事を当クラブ

は抱えています。会長方針の中にもありますが全

員の力で一人二役・三役で全員の力を終結し、大

きなイベントを成功させましょう。」と、7月から

始まる年度への協力をお願いして協議会が終わり

ました。

　それでは、皆様よろしくお願いいたします。

　田村治義　次年度会長と杉山真一　次年度幹事

　　　　　熱心な協議が行われました。
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　　　　　　　               芹澤和子 会長

本日はクラブフォーラムです。IM 実行委員長

井上さんよろしくお願いいたします。

他クラブのIM 、周年記年例会に出席させてい

ただき各クラブの特徴が出ており勉強になりま

す。参加することは簡単ですが、実行するクラブ

は非常に大変だということを痛感いたします。我

がクラブも次期 IM と 25 周年記念行事がありま

す。クラブ会員全員で、おもてなしの心で一致団

結して行いたいと思います。

さて、6月は梅雨の時期です。入梅は立春から

数えて135日目に当たる6月11日ごろを境に梅雨に

入ります。入梅は梅雨に入る最初の日でその日か

ら30日間が梅雨です。梅の実が熟するころに雨季

に入ることから梅雨と言われるようになったよう

です。又このころは湿度が高くカビが生えやすい

ため、ばいう（黴雨）が転じて梅雨になったとも

言われております。毎年梅雨入りは決まっていな

いようです。地域や気候などによっても差が生じ

るために気象庁の出す「梅雨入り宣言」が目安に

なっております。北海道には梅雨がありません。

寒気団と暖気団がぶつかると暖かい空気は上に行

こうとするため前線付近は上昇気流がおきて雨雲

が出来ます。しかも気団同士が同じくらいの力を

持っているとお互い引こうとはせず、その結果雨

雲がその地域に停滞しています。これが梅雨と言

われております。しかし北海道につくまでは気団

同士の戦いが終わっていることが多く、そのため

梅雨がないそうです。

雨降りは荷物も一つ多くなるし、野外のス

ポーツも晴れのようにはいきません。でも大切な

ことは暑い夏の前の雨で植物は水をいただき、い

きいきしています。田植えもこのころで秋の実り

のために大切な時期です。雨降りが続く中での一

瞬晴れた日のありがたさ。そして雨が降らなくて

飲み水にも困っている地域の事を考えると、この

雨は本当にありがたいと思います。

　　　　　　　6月のプログラム

1143回 18:30
6月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 1年を振り返って 
会長・幹事　夜間例会

1144回 18:30
6月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

　　　　　　　7月のプログラム

1145回 12:30
7月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負 eｸﾗﾌﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟ方法 理事会②

1146回 18:30
7月11日(土)

大成館 前年度会長幹事慰労会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　

1147回 12:30
7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①
鮒の放流事業について

1148回 12:30
7月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会①
前年度事業・決算報告

1149回 18:30
7月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 納涼例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

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

1142回 26名 21名 -   80.77%

1140回 26名 23名 2名   96.15%

●欠席者(5名)

　本村文一、室伏博子、成田みちよ、尾島康夫、
下原満知子

●他クラブへの出席者

　久松 但(6/5 沼津RC)、鈴木博行(6/7 IAC小委
員会)

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46号
2015年06月11日

◆◆第1142例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑦ IM 実行委員長　井上武雄君
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●スマイル報告（本日のスマイル 21,570円）

1.頴川ゆう子：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。

2.鈴木良則：誕生日のお祝いありがとうございま
す。入会記念日のお祝いありがとうございます。

3.芹澤和子、4.植松　正：井上IM 実行委員長、本
日のクラブフォーラム、よろしくお願いします。

5.名古良輔：第35回千歳 JAL 国際マラソンハーフ
の部、完走しました。新緑の中を駆け抜けました。

6.CDテーブル：CDテーブルのテーブル会残金です。

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
　6月30日(火) → 27日(土)　期末例会

2.報告・連絡事項
① 本日は新・旧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。

旧理事会報告

1.協議事項

①米山記念奨学会に対する寄付額について　
　→昨年と同様にすることについて承認

新理事会報告

　
1.報告事項

①事務局員(川口さん)　給与・事務所賃借料につ
いて　→昨年と同額にて承認

2.協議事項

①７月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長 
名古良輔君→承認 (1145回eクラブのメーキャップ
方法を加える。納涼例会を家族例会でなく会員の
みとする。)

②7、8月度座席の件 副SAA宮島賢次君

・委員会別とする→承認

③2015-2016年度慶事のプレゼントの件→承認

④前年度会長・幹事慰労会の件　クラブ管理運営
委員長　名古良輔君→委員会提案のとおり承認

⑤納涼例会の件　クラブ管理運営委員長　名古良
輔君→やり方を検討の上再提出

⑥前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件

→提案のとおり承認

⑦8月1・2日に山梨で行われるIAC年次大会に参加
の件　→室伏博子君出席、交通費支給、参加料の
支出について承認

⑧8月1日の行われる社会奉仕事業「第6会富士山・
絆の日」への参加要請について

→芹澤貞治ガバナー補佐参加。他参加者を幹事報
告でよびかける。

⑨クラブ運営規定改定の件

　第4条(登録料・旅費の支給)

　現・・・地区大会の登録料については、クラブ
負担額を10万円を限度とする。したがって、登録
料が10名以下の場合は、一人あたり1万円、10名を
超える場合は、10万円を登録会員数で除した金額
を一人当たりの支給額とする。

　改定後・・・地区大会の登録料については、ク
ラブ負担額を12万円を限度とする。したがって、
登録料が12名以下の場合は、一人あたり1万円、12
名を超える場合は、12万円を登録会員数で除した
金額を一人当たりの支給額とする。→承認

⑩第38回原・浮島ふるさと夏まつり、花火大会協
賛の件・協賛金30,000円とする。→承認

クラブフォーラム

IM 実行委員長　井上武雄君　

  IM の今後の予定について、各委員会ごとにテー
ブル設定をして、委員会ごとにフォーラムしてい
ただきました。

内容として
1.今後の予定表に基づくスケジュール
2.IM テーマについて
3.各委員会内容と進歩状況

  委員会ごとに活発な意見交換が出来、内容につ
いてレポート提出していただきました。
各委員については、役割分担と共に活動内容が認
識できたと思います。
　今後は、小委員会会合に依って、組み立て構成
作業に進んで行くことと思います。
プログラム等確定して、パンフレット発注、作成
の日程までにスケジュールをしっかり立てて、日
程通りに活動していければ、幸と思っています。
各委員、委員会の活動内容のまとめをお願いして
いきたいと思います。
　各委員長の、活動方法について活発な意見交換
が行われた後　田村次年度会長の総評があり、そ
の後、「来期はいくつかの大きな行事を当クラブ
は抱えています。会長方針の中にもありますが全
員の力で一人二役・三役で全員の力を終結し、大
きなイベントを成功させましょう。」と、7月から
始まる年度への協力をお願いして協議会が終わり
ました。
　それでは、皆様よろしくお願いいたします。
　　

頴川（　３　） 久松（１，３） 井上（３、１） 伊縫（　２　） 栗原（④）＋１ 宮島（　④　） 宮口（　３　）

室伏（　３　） 尾島（１，１） 芹澤貞（④）＋１

杉山（④）＋１

土屋（④）＋１ 鶴田（④）＋１ 植松（④）＋３ 渡邉（④）＋１

-------------------------５月分出席一覧 -----------------------

本村（④）+１ 名古（④）+１ 成田(④)＋１ 芹澤和(④)+２

重光(３、１)+１ 下原(　④　) 鈴木博(３，１)+2 鈴木和(　④　) 鈴木良(　３　) 田村(④)＋１

上野（④）+１

例会出席％　　85 . 58 　% 地区報告％　92 . 31　%

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

6月13日土曜日に我がクラブ例会会場でもある
ニューウェルサンピアに於いて現、次期会長幹事
会がありました。次期ガバナー補佐の芹澤さん、
地区事務局宮島さん、植松さん、次期会長田村さ
ん、次期幹事杉山さん、現幹事植松さん、と私の
6人で出席いたしました。次期の大役の人たちは
緊張の中会議が進み、私は終わりが近ずく事で一
つずつ荷物が下りていくようでした。現会長の活
動報告では一人2分の持ち時間が饒舌な報告で持
ち時間より延長されました。さすがロータリーの
会長は職業上も話をする機会もあり話が沢山あり
ます。会長をさせていただき他クラブのメンバー
とも知り合いになり、情報交換もでき、仲間が広
がりました。亡くなった主人と同じような職種の
幹事がおり、主人があるループ橋の設計にかか
わった話をしたところ大変褒めてくださり、主人
が良い仕事をしていたことを今更ながら気が付い
たりしました。

今日は卓話もありますので、少しだけ気を抜き
私の仕事の事例を話します。先日83歳の女性から
ご主人が入院したとの連絡がありました。年金受
給のみで生活をしています。意識のなくなったご
主人を看護するために、高度障害保険金の請求を
するよう勧めました。手続きに伺いまして、状況
を聞きました。毎日出かける散歩中に転倒して頭
を打ったらしい、通りがかりの人に「けがをした
のでタクシーを呼んでほしい」と言ったそうで
す。タクシーで家に帰り、「横になれば治るか
ら」と横になっていましたが、朝のぞいてみたら
様子がおかしい、目はうつろ、失語症、急いで救
急車で病院に行きました。その後も、意識不明が
続いています。タクシーに乗せてくれた人の事も
聞くことができず、タクシーの名前もわからず転
倒場所もわかりません。転倒した人は８５歳、私
たちボランティアのためにプルタブを集めてくだ
さいます。私に「プルタブを集めてあるから取り
に来るように」と言っていたそうです。これは自
分自身にも言えることですが、ちょっとした転倒
が打ち所によって大変な事になります。そして我
慢しないで病院に行くことです。書類作成は公的
書類等をそろえて提出いたしました。良くなるこ
とは無い様です。この状態が続く限り奥様も体力
的にも、経済的にも大変になります。

歩くときは、しっかりつま先をあげ少し大股に
歩きましょう。

　　　　　　　6月のプログラム

1144回 18:30
6月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

　　　　　　　7月のプログラム

1145回 12:30
7月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負 eｸﾗﾌﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟ方法 理事会②

1146回 18:30
7月11日(土)

大成館 前年度会長幹事慰労会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　

1147回 12:30
7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①
鮒の放流事業について

1148回 12:30
7月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会①
前年度事業・決算報告

1149回 18:30
7月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 納涼例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

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

1143回 26名 21名 -   80.77%

1141回 26名 24名 1名   96.15%

●欠席者(5名)

 久松 但、室伏博子、尾島康夫、鈴木良則、伊縫

文哉

●他クラブへの出席者

 芹澤和子、植松 正、重光 純、杉山真一(6/11 

IAC例会)、芹澤貞治、宮島賢次、植松 正、芹澤

和子、田村治義、杉山真一(6/13 会長幹事会)、 

久松 但(6/5 沼津RC)、鈴木博行(6/7 IAC小委員

会)

●スマイル報告（本日のスマイル 12,000円）

1.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

2.芹澤和子、3.植松　正：本日は、よろしくお願
い致します。

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47号
2015年06月18日

◆◆第1143例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

1年を振り返って　会長・幹事
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4.田村治義、5.杉山真一、6.上野祥行、7.頴川ゆ
う子：芹澤会長、植松幹事、本日は、よろしくお
願いいたします。

8.鶴田龍聖：傘寿で、北海道へ旅行し、楽しい記
念になりました。感謝です。

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
　6月25日(木)  18:00  会長・幹事慰労会の為 
於：ホワイトパレス
　MUは11:00～12:30 ホワイトパレスフロントにて
②富士宮西ロータリークラブ
　7月24日(金) → 27日 (月) ガバナー公式訪問 
於：パテオン
　7月31日(金) 納涼例会　於：狩宿「あざみ」

2.報告・連絡事項

①次週25日は、さよなら例会で夜間例会です。バ
スに乗車の方は、沼津駅北口17:30、原駅17:45に
出発します。
②7月11日(土)の会長・幹事慰労会の出欠席をご記
入ください。

1年を振り返って

会長 芹澤和子 君    

 年間48回例会の後1回を残すところになりました。
メンバーのご支援と植松幹事の限りないご支援の
もと24代目会長の活動報告させていただきます。
2014年7月3日第1097回「ロータリーで未来の夢を
実現しよう」をテーマに緊張の中、1年が始まりま
した。その前に植松幹事と打ち合わせを何回か致
しまして、幹事に教えていただき、流れが少しわ
かるようになりました。

 では、当初会長として掲げた年次計画活動方針に
沿って報告いたします。

●地域奉仕活動への注力 (具体的活動の検討、寄
付先の再検討)

　地域のお役に立つ奉仕とロータリークラブの知
名度を上げる活動として新しい活動を致しました。
クリスマス例会時、メンバーからの寄付で、車い
すを7台購入して贈呈しました。その中の1か所「
友愛ホーム」へIAC生徒、先生10名、植松幹事、重
光委員長と共に訪問いたしました。ホームの人た
ち、生徒達もすべてが喜びを感じました。
車いすをメンバー鈴木さんの会社から購入したこ
とも奇遇でした。その後もIACは友愛ホームへボラ
ンティア訪問を続けているそうです。

●ロータリー情報活動の充実 (ロータリーの目的
を毎月唱和、卓話の実施)

　月初にロータリーの目的を唱和していただくこ
とを栗原ＳＡＡと打ち合わせて実行いたしました。
11月20日の例会にて芹澤貞二さんにロータリーに
ついての卓話をしていただきました。

●会員増強 (25周年記念例会までに会員30名達成)

　会員増強は本当に難しく、私は、本来なら今年
度少なくても3名は増員しないと達成できないと感
じておりました。メンバー、会員増強維持委員会

のご協力のなか、2名の新入会員ができました。新
会員が入ることはクラブの中に新しい風が吹きま
す。次年度は会員増強維持委員長です。委員に心
強いメンバーもおります引き続き頑張りますので
ご協力お願いいたします。

●IAC活動への積極支援(会員名簿の把握、ロータ
リアンによる卓話)

　例会には毎月参加して一つのクラブとしての形
を見に行きました。例会に参加すると挨拶を致し
ます。植松幹事は具体的に事務的なことこれから
の方針など話してくださいます。重光委員長は例
会の進行、IACの役割等アドバイスなどしてくださ
いますので、最初の例会から比べると良い形にな
ってきました。IACは学校が主体で活動いたします
が、西クラブのIACですので、クラブからの支援は
必要かと思われます。

 以上ですがメンバーのご協力のもと何もわからず
何もできない私が会長として1年終わることが出来
そうです。芹澤　和子が出来たのだからこれから
会長職を任されるメンバー自信を持ってできます。

　                       幹事　植松　正 君  

　現在の率直な心境を申し上げれば、自身もさる
ことながら、芹澤和子会長が1年間健康で無事に会
長職を務められたことに対し、ほっと胸をなでお
ろしています。

　私は、スタート時に幹事の抱負として以下の3つ
の目標を掲げました。①自身のホーム出席100％、
②クラブテーマ「ロータリーで未来の夢を実現し
よう」に沿った具体的活動が図れるよう会長をサ
ポートする、③3度目の幹事になることなきよう若
手育成や会員増強に努める、です。

 この3つの目標について結果検証することで、1年
間を振り返りたいと思います。まず、①の出席に
ついては、とにかく健康に留意し、ロータリーの
行事予定を最優先にスケジューリングすることで
達成できました。

 次に②の会長サポートの件ですが、結果的には芹
澤会長の強い意志に引っ張られたようなものでし
た。年次計画に掲げた4つの活動方針の全てに、手
を抜くことなく取り組まれる会長の姿勢に、ただ
感心するばかりでした。具体例をあげるならば、
毎例会のスマイル、クリスマス例会の寄付金活用
による車いす贈呈、IACの例会出席、会員増強やレ
ディース委員会への取り組み等です。幹事として
は、会長の行動目的が明確でしたので、段取りや
根回しが非常にやりやすいものでした。

 それから、③の若手の育成ですが、経験を積んで
もらう為、あえてこの1年アドバイスはしても各委
員会活動には手を出さないように努めました。た
だ、結果的に杉山副幹事に非常に負担をかけてし
まい、申し訳なく思っています。増強については、
1人推薦できるよう次年度に頑張ります。

 入会して10年間に2度も幹事を務めるといった、
貴重な経験をさせていただけるのは、沼津西クラ
ブならではと思っています。最後に、芹澤会長や
理事の方々をはじめとする会員の皆様、事務局の
川口さんには、一年間ご協力いただき心より感謝
申し上げます。
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　　　　　　　               芹澤和子 会長

1年間ありがとうございました。心より感謝い

たします。本日で48回目最後の会長挨拶となりま

す。勉強足らずのうえ文章能力にもかけておりま

す私は極力自分自身の言葉で話すように心がけま

した。初めての女性会長で皆様はハラハラしたこ

とでしょう。ロータリーの事もわからずに会長と

いう重責を受けた己の軽さに、なんとも言えない

後悔がありました。大丈夫、大丈夫の皆様の声に

後押しされて一か月一か月と過ぎていく中で、い

つも芹澤次期ガバナー補佐が言うように、まとま

りのある西ロータリークラブを感じる様になりま

した。そしていつも母のように気を遣い私を支え

てくれました植松幹事には言い表せない感謝で

す。沢山教わりました。私の無理な活動を陰で動

いてまとめてくれました。私は楽天家であまり

先々の事は考えず今の事を精一杯するタイプで

す。そして忘れて次の事に向かいます。非常に便

利な頭をしています。悩みも長続きしません。こ

の一年は大変良い経験と勉強をさせていただきま

した。この事は今後きっと役に立つと思います。

一年という期間は過ぎると短いものだと思いまし

た。でも任期残りの 3 か月は非常に長く感じま

した。私は何年か前に15人くらいの男性営業社員

と女性 2 名のオフィスマネージャーをしており

ました。外資系ですので非常に厳しかったです。

毎朝の朝礼でやる気にさせ、帰社報告面談では相

談にのり、社員全員が営業という仕事で生活がで

きるように気を配りました。二度としたくない職

種です。その時の毎朝の挨拶が役に立ちました。

次期は田村会長を中心としてメンバーが今の

ように心を合わせ一つになり沢山の事業をこなし

ていく年になります。7月にはバトンタッチが上

手くできるよう最後の日まで会長をさせていただ

きます。最後に自分自身をほめたいと思います。

毎年 3 月から 5月に必ず病気になります。ロー

タリーに入会して 2 回入院しています。1年を健

康で乗り切れました。この機会に毎年病気になら

ない自信が付きました。

本当にありがとうございました。心より感謝

を申し上げます。

　　　　　　　7月のプログラム

1145回 12:30
7月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負 eｸﾗﾌﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟ方法 理事会②

1146回 18:30
7月11日(土)

大成館 前年度会長幹事慰労会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　

1147回 12:30
7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①
鮒の放流事業について

1148回 12:30
7月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会①
前年度事業・決算報告

1149回 18:30
7月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 納涼例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

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

1144回 26名 22名 -   84.62%

1142回 26名 21名 0名   80.77%

●ゲスト

1.大沼裕之様：有限会社　オオヌマ

2.中川純子様：榑林電工

●欠席者(4名)

 伊縫文哉、室伏博子、尾島康夫、鈴木良則

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48号
2015年06月25日

◆◆第1144例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

さよなら例会　ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
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●他クラブへの出席者

芹澤貞治(6/20,21 増強セミナー)、芹澤和子、田

村治義(6/21 増強セミナー)、久松　但(6/23 沼津

北RC)

●スマイル報告（本日のスマイル 21,000円）

1.芹澤和子、2.植松　正：1年間ご協力いただき、

ありがとうございました。

3.名古良輔、4.鈴木良則、5.芹澤貞治、6.栗原侑

男、7.渡邉亀一、8.本村文一、9.久松　但、10.宮

口雅仁、11.井上武雄、12.宮島賢次、13.杉山真一、

14.成田みちよ、15.上野祥行、16.土屋昌之、17.

下原満知子、18.頴川ゆう子、19.鈴木和憲、20.重

光　純、21.田村治義：芹澤会長、植松幹事、1年

間お疲れ様でした。

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

　7月13日(月)  →　例会変更(サインMU受付有り)

　7月20日(月)  →　祝日休会(サインMU受付無し)

②長泉ロータリークラブ

　7月08日(水) 早朝例会

　7月15日(水) 夜間例会

　7月29日(水) 夜間例会

　サインMU受付　11:30～12:30

2.報告・連絡事項

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。

②7月11日(土)の会長・幹事慰労会の出欠席をご記

入ください。

さよなら例会

　本日は今年度の最終例会でした。

　1年間の思い出を語り合い、楽しい時間を過ごし
ました。

　　司会は土屋昌之君

開会の挨拶は本村文一君

乾杯の音頭は芹澤貞治君

会長ブレザーの引継ぎ

恒例の手に手つないで

閉会の挨拶は田村治義君




