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　　　　　　　              田村治義 会長

皆様こんにちは。改めまして第25代目の会長職
を仰せつかりました田村で御座います。 

本日は2015～2016年度の第1回の例会で御座い
ます。これから来年の6月30日の第1192回さよな
ら例会まで予定通りならば48回の例会が開催され
る訳でありまして、本日から後何回と正の字を記
して行くことになろうかと思いますと、改めて芹
澤前会長、植松前幹事にお疲れ様でしたと申し上
げます。

さて、ご案内のように25代目と言うことは今年
度創立25周年を迎えます。1991年5月30日の創立
ですので、来年の5月29日（日）に25周年記念式
典・祝賀会を予定しており栗原実行委員長の下、
既に準備の緒に就いております。 

また、第3分区9年に1度のガバナー補佐担当年
度で、芹澤貞治ガバナー補佐を輩出し当クラブ
で、来年の2月21日（日）にI・Mが開催されま
す。井上実行委員長の下、10月10日（土）に行わ
れる第3分区第3回会長・

幹事会には案内パンフレットが配付出来るよう
に鋭意準備が進捗しています。

併せて、国際ロータリー第2620地区18インター
アクトクラブの指導者講習会が本年11月22日
（日）当クラブがスポンサーとなっている、加藤
学園高等学校がホスト校で開催されます。奉仕プ
ロジェクト委員会インターアクト担当を中心にご
準備願います。

このように今年度は大きな行事を抱えておりま
すので、皆様全員のご支援を宜しくお願い致しま
す。

先月末報告期限のクラブ現況を確認していまし
たら、当クラブは40代6名、50代7名、60代7
名、70代以上6名、平均年齢60歳とバランスのと
れたメンバー構成となっており、また会長経験者
12名と人生経験・経営者経験・ロータリー経験豊
富なキャスト揃いの中、現役ガバナー補佐の下で
一年間勉強させて頂きます。宜しくご指導願いま
す。

　　　　　　　7月のプログラム

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27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1145 回 26 名 24 名 -   92.31%

1143 回 26 名 21 名 1 名   84.62%

●ビジター

1.内野　聡様：沼津北RC

●欠席者(2名)

 成田みちよ、尾島康夫

●スマイル報告（本日のスマイル 25,000円）

1.田村治義、2.杉山真一：本年度、よろしくお願
いします。

3.芹澤貞治：田村会長、杉山幹事のスタートをお
祝いします。大沼さんの入会式、おめでとうござ
います。

4.鈴木良則：芹澤ガバナー補佐の今年度の活躍を
期待しています。

5.鶴田龍聖：前会長芹澤和子さん、前幹事植松さ
ん、一年間、御苦労様でした。　

6.鈴木良則、7.名古良輔、8.栗原侑男、9.渡邉亀
一、10.本村文一、11.久松　但、12.宮口雅仁、
13.井上武雄、14.宮島賢次、15.植松　正、16.芹
澤和子、17.重光　純、18.土屋昌之、19.上野祥
行、20.下原満知子、21.頴川ゆう子、22.鶴田龍
聖、23.鈴木和憲：田村会長、杉山幹事、一年間、
宜しくお願いします。

24.名古良輔：3月から、4ヶ月連続で、月100キロ
走りました。

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー

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
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◆◆第1145 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

会長・幹事・他の抱負 eｸﾗﾌﾞﾒｰｷｬｯﾌﾟのやり方

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
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会長・幹事・他の抱負

                      会長　田村治義 君

　本年度国際ロータリーK.R.ラビンドラン会長の
テーマは「世界へのプレゼントになろう」です。
会長は、私たちの限られた人生をどのように過ご
したら良いのでしょうか、人生の価値はどれほど
得たかではなく、どれほど与えたかによって判断
されます。社会から享受するだけでなく社会に貢
献しましょう。

　地位や身の上に関わらず、才能・知識・能力・
努力・献身・熱意など、誰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、誰かの人生に、そして世界に真の
変化を起こすことが出来るはずです。人はこの世
を去る時には全てを残していきます。ロータリー
を通じて私たちは、いつまでも続く、本物の何か
を残すことが出来るでしょう。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
ありません
と言っています。　そこで、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。

　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。新年度の抱負、活動
目標として
①会員増強（組織強化のため純増2名達成）
②ロータリークラブ・セントラルの活用
　（ロータリー情報の積極的なネット利用）
③通算出席率90％以上の確保
　（全員参加で有意義な例会づくり）
④ロータリー財団への寄付と地区補助金の積極的
活用（ロータリーカード加入促進）
⑤ロータリーの公共イメージの向上
　（クラブの存在や地域貢献をアピール）
　以上の活動を中心に宜しくお願いします。

 　　　　　　　　　　　幹事　杉山真一 君　

　この度、20１5-2016年度の沼津西ロータリーク
ラブの幹事を仰せつかり、特に本年度当クラブは、
数多くの行事を抱えているため、責務の重大さに

身の引き締まる思いです。
11月インターアクト指導者講習会の主催校に加藤
学園が2月にIM・5月29日に当クラブが25周年を迎
えこのような重要な年度に幹事を任命され幹事を
務めさせて頂くのは２度目となりますが、決して
「慣れている」という感覚はなく、寧ろ運営に於
ける緊張感は増しているように思います。
クラブ幹事はクラブ会長の方針に従い、会長と一
体となってクラブの運営を推進して行くことが求
められています。クラブの要として、クラブ内外
の多彩な実務を担当するのが幹事の役目です。
その任務は各クラブのクラブ細則で定められてお
りますが、一般的な任務としては次のようなもの
があります。

  クラブ幹事の任務は、7月1日に正式に開始され、
任期中の経験はクラブの規模や活動内容だけでな
く、幹事の責務やロータリーに関する知識の度合
いによって変わります。

  幹事としての主な責務は、クラブの効果的な運
営を支えることです。
幹事の元には、クラブの理事会と各委員会、会員、
地区ガバナーとガバナー補佐、国際ロータリー、
ロータリー財団からさまざまな情報が寄せられま
す。クラブの状況を常に把握できる立場にある幹
事は、クラブの長所や改善点を見つけ、それをク
ラブと地区のリーダーに伝えることが重要です。
・幹事は、クラブ会長とどのように協力している
か。 
・例会はどのように計画されているか。
・クラブのウェブサイトや会報に関する幹事の役
割は何か。
・出席の記録をどのようにつけているか。また、
出席状況から、会員がクラブの例会に満足してい
るかどうかが分かるか。
・クラブの記録文書、通信、議事録は、どのよう
に保管されているか。
などを確認して、クラブ会長と幹事の緊密な協力
が一年間のクラブ運営上の成功の鍵となることを
肝に銘じ田村会長の「一期一会・全員参加のロー
タリー」これを私自身がよく理解し、１年間クラ
ブ運営が円滑に、そして会員皆様が楽しめるクラ
ブ、例会になれるよう力を尽くしていこうと思い
ます。 

どうぞ一年間宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　  副会長　名古良輔 君

　多事多難な今年度、田村会長、杉山幹事、そし
て土屋副委員長と共に協力しあって円滑なクラブ
運営を心がけます。また出席率の向上にeクラブを
活用したいと思っています。
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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①御殿場ロータリークラブ
　7月9日（木）前会長、幹事慰労会、新会員歓迎
会　18:00～

2.報告・連絡事項

①本日は、理事会があります、理事の方は宜しく
お願いします。

②次週は、11日（土）熱海市下多賀の大成館で、
18:30～　慰労会です。

③23日のクラブ協議会（前年度活動報告）の原稿
を、次週9日(木)までに、事務局に提出してくださ
い。　　

④7/30(木)の納涼例会の出欠席をご記入ください。

⑤7月のロータリーレートは、１ドル＝124円です。

新会員紹介

会員候補者氏名　大沼　裕之　君

職業分類　　　　食品販売・卸

事業所名 　 有限会社オオヌマ

事業所での地位　専務取締役

事業所所在地　　沼津市下香貫浜田2981-6

事業所電話　　　055-933-0252

事業所FAX　　　 055-932-1239

推薦者　　　　　田村　治義

理事会報告

1, 報告事項
　なし

2, 協議事項

①8月度のプログラムの件　クラブ管理運営委員長 
名古良輔君
　8月6日（1150回）ガバナー補佐訪問・クラブ協
議会の内容について、すでに当クラブの芹澤ガバ
ナー補佐の前でクラブ協議会は行っているので、
あえて再度行う必要はなく、芹澤ガバナー補佐の
卓話でよいのではないか、という意見がでる。内
容はクラブ管理運営委員会が検討する。

②新入会委員の所属委員会について　
　大沼新入会員、クラブ管理運営委員会の所属と
する。⇒承認

③新入会員の座席について SAA本村文一君
　推薦人の田村会長の隣、Ｍテーブルとする。⇒
承認

④伊縫文哉君より休会届が提出された件　
　12月まで休会とする。⇒承認

⑤新入会員推薦の件　　会員増強・維持委員長 

芹澤和子君
　植松君、杉山君の推薦あり。

⑥2015-2016の当クラブより緊急時の副ガバナー選
出の件　
　芹澤ガバナー補佐より要請あり。当クラブ内で
選任のため久松但君に依頼。了解を得る。

⑦納涼例会の件　クラブ管理運営委員長　名古良
輔君
　委員会提案の通り　⇒承認
　会場　ニューウェルサンピア沼津

⑧2015-2016年度の役員改選に伴う報道について
　沼津朝日に掲載依頼⇒承認

⑨8月1・2日に山梨で行われるIAC年次大会の交通
手段変更の件
　顧問の先生が各自引率から、5クラブ合同でバス
を借り相乗りで行くことになる。
　費用は当クラブ負担分　バス代（人数割り）弁
当代　⇒承認

⑩8月1日に行われる社会奉仕事業「第6回富士山・
絆の日」にガバナー補佐より参加要請があった件
　ガバナー補佐より当クラブに参加要請あり。芹
澤和子君が参加予定。幹事報告でも呼びかけする。

⑪2015-2016年度　青少年交換小委員会プログラム
　国際奉仕委員会（各クラブ青少年交換関連委員
会）及びインターアクト委員会研修　参加要請の
件
　田村会長参加　　参加費　1名　⇒承認

会員卓話

 「eクラブメーキャップのやり方」

　　　久松　但　君 

  

　eクラブは、メークアップに行けない時でも、自
宅でパソコンとクレジットカードがあれば、例会
に参加できます。

 日本には、12のeクラブがあり、ロータリージャ
パンや御殿場RCのホームページから入ることがで
きます。

 パソコン上で会員の時間や卓話を読み、これらに
対する感想を投稿し、クレジットカードで500円か
1,000円の支払をするとメークアップ カードが登録
したメールアドレスにPDFファイルで届きます。

メークアップできない時に利用してはどうでしょ
うか。
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　　　　　　　              田村治義 会長

皆様今晩は。今宵は前年度会長・幹事慰労に

伴う曜日・会場変更夜間例会です。出席者が過半

数を超えるか、少し心配しましたが16名61％の出

席率で例会成立です。

芹澤和子前会長、植松正前幹事、一年間本当

にお疲れ様でした。植松幹事は2度目の幹事で、

その手際良さは流石で有ったと思います。芹澤会

長年度の事業は、次々週のクラブ協議会で詳しい

事業報告が為されますが、8月の納涼家族例会、

12月のクリスマス家族例会と施設への車椅子贈呈、

1月のホテル天坊での新年会、4月の花見家族例会

など楽しい例会作りと、地域奉仕活動への積極的

な参画で、充実した行事内容で有ったと思います。

また、重点活動方針の一つ会員増強では、10

月に鶴田龍聖君が、3月に鈴木和憲君が入会して

頂き、期首24名から期末26名と着実に会員増強さ

れております。芹澤前会長のクラブテーマで有る

「ロータリーで未来の夢を実現しよう」の一環で

有る設立25周年記念事業式典までには30名にした

いと言う思いは一歩一歩前進されております。私

もこの夢を受け継ぎ会員増強に努力して参りたい

と思います。

これから慰労会になりますので、前会長・幹

事の一年間の御苦労話を伺いながら大いに飲み語

らいましょう。私は明日午前中、米山梅吉記念館

で開催される2015～2016年度青少年交換小委員会

プログラムの国際奉仕委員会（各クラブ青少年交

換関連委員会）及びインターアクト委員会研修に

出席するため日帰りとさせて頂きますが、皆様方

お時間の許す限り楽しく過ごしましょう。

　　　　　　　7月のプログラム

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

　　　　　　　8月のプログラム

1150回 12:30
8月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌ協議会②
ガバナー訪問補佐

8月13日(木) 裁量休会

1151回 18:30
8月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　沼津北ｸﾗﾌﾞ
との合同例会　夜間例会

1152回 12:30
8月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大
会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1146 回 26 名 16 名 -   61.54%

1144 回 26 名 22 名 0 名   84.62%

●欠席者(10名)

久松　但、井上武雄、栗原侑男、室伏博子、名古

良輔、大沼裕之、重光　純、鈴木博行、鈴木良

則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

田村治義、杉山真一、鈴木博行(7/7 沼津北RC)、

成田みちよ(7/8 長泉RC)、久松　但(7/10　沼津

RC)、芹澤貞治、宮島賢次(7/10 富士宮西RC)、宮

島賢次、名古良輔、渡邉亀一(7/11 米山梅吉記念

館)

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー

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
2015～2016年度

第25巻02号
2015年07月11日

◆◆第1146 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

前年度会長幹事慰労会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

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
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●スマイル報告（本日のスマイル 16,000円）

1.芹澤和子：1年間ご支援と御協力に感謝致します。

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.田村治義：前会長、幹事、お疲れ様でした。ロ

ータリーバッジと背広を忘れてしまい、ついてま

せん。

4.杉山真一：芹澤会長、植松幹事、1年間ごくろう

様でした。本日は、ゆっくり楽しんでください。

5.芹澤貞治、6.本村文一、7.宮口雅仁、8.宮島賢

次、9.尾島康夫、10.成田みちよ、11.土屋昌之、

12.上野祥行、13.下原満知子、14.頴川ゆう子、

15.鶴田龍聖、16.鈴木和憲：芹澤和子会長、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ありません。

2.報告・連絡事項

①次週は、第3週ですが、昼間例会です。

②23日のクラブ協議会（前年度活動報告）の原稿

がまだの方は、事務局に提出して下さい。

3.その他案内

・社会奉仕事業「富士山・絆の日」のご案内　

　2015年8月１日(土) 富士北麓公園 モニュメント 

広場

・第13回日韓親善会議　

　2015年9月4日(金)　 グランドプリンスホテル新

高輪「飛天の間」

・第14回ロータリー全国囲碁大会　

　2015年10月3日（土）日本棋院会館本院（東京・

市ヶ谷）１階対局場

前年度会長幹事慰労会

　本日は、前年度会長幹事の慰労会でした。

　芹澤和子前会長、植松正前幹事の1年間のご尽力

に感謝しつつ、皆で楽しい時間を過ごすことがで

きました。

　　　田村治義会長から感謝の品を贈呈

　温泉で疲れを癒し、美味しい食事と楽しい会話

を堪能しました。

　

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

本村（　３　） 室伏（　１　） 名古（　④　） 尾島（　０　） 芹澤貞（④）＋３

杉山（④）＋２

土屋（　④　） 鶴田（　④　） 植松（④）＋２ 上野（　④　） 渡邉（　④　）

-------------------------６月分出席一覧 -----------------------

宮島（④）+１

成田(　３　) 芹澤和(④)+３

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

例会出席％　　84 . 62 　% 地区報告％　86 . 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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　　　　　　　              田村治義 会長

皆様今日は。沼津北ロータリークラブ清水会長、
宮路幹事ようこそいらっしゃいました。

清水会長には、後程ご挨拶を賜りたいと存じま
す。また、先週は前年度会長・幹事慰労例会で、
熱海市下多賀の大成館にご参集頂き有難う御座い
ました。お疲れ様でした。

さて先週の例会挨拶でご案内しました2015～
2016年度青少年交換小委員会プログラム、国際奉
仕委員会及びインターアクト委員会研修が先日12
日に、野口ガバナー、生子ガバナーエレクト、高
野パスとガバナーの出席を頂き、米山梅吉記念館
で開催されました。

金沢ＲＣ所属の北川日本青少年交換委員会研修
委員の「ロータリーの青少年交換事業はなぜ青少
年を育てるか？」と、高浜ＲＣ所属の黒田同研修
委員の「青少年交換を通じてＲＩの青少年事業の
方向性を考える」の二つのお話しが有りましたの
で少しご紹介します。

北川研修委員は自身が一年間のカナダ留学経験
（ローテックス）で経験に裏打ちされたお話をさ
れました。三つの勘違い（①先ず日本を知りなさ
い②日本語を完璧にしなさい③地方に居れば海外
は関係ない）や日本人はリーダーシップより調和、
協調主義。また、有難うと笑顔が必要。川を上り
海を渡れ、ジョン万次郎・白州次郎・渋沢栄一の
書物に触れて頂きたい。

黒田研修委員は四つのテストの提唱者、ハー
バート・テイラーの未来を確保するための思いや
2005～2006年度ＲＩ会長カール・ステンハマー氏
の言葉の紹介、そしてスポンサーRCの不足、ホス
トRCの不足、危機管理の問題、今なぜ危機管理が
必要か。備えあれば憂いなし、その備えとは…国
際ロータリーのゼロ容認方針…とにかくセクハラ
や虐待の申立ての報告があった場合72時間以内に
RIにためらい無く報告を求めるものです。

なお、別件ですが8月1日（土）に富士吉田市上
吉田の富士北麓公園モニュメント広場集合で開催
される、社会奉仕事業「第6回富士山・絆の日」
清掃活動に第3分区各ロータリークラブから参加
されますので、当クラブからも数名の参加を再度
お願い致します。

　　　　　　　7月のプログラム

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

　　　　　　　8月のプログラム

1150回 12:30
8月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問
ｸﾗﾌﾞ協議会②　理事会③

8月13日(木) 裁量休会

1151回 18:30
8月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　沼津北ｸﾗﾌﾞ
との合同例会　夜間例会

1152回 12:30
8月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大
会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1147 回 26 名 19 名 -   73.08%

1145 回 26 名 24 名 1 名   96.15%

●ビジター

1.清水　学様：沼津北RC会長

2.宮路　猛様：沼津北RC幹事

●欠席者(7名)

 頴川ゆう子、井上武雄、宮島賢次、芹澤貞治、
名古良輔、重光　純、鈴木良則　

●他クラブへの出席者

 田村治義(7/12 青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)、頴川ゆう
子、重光　純、栗原侑男(7/13 沼津柿田川RC)、
名古良輔(7/14 eCLUB ONE)、芹澤貞治、宮島賢次
(7/13 富士宮RC、7/14 新富士RC、7/15 富士
RC)、成田みちよ(7/15 長泉RC)　

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー

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
2015～2016年度

第25巻03号
2015年07月16日

◆◆第1147 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ① 鮒の放流事業について

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
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●スマイル報告(本日のスマイル 16,000円)

1.田村治義、2.杉山真一、3.芹澤和子、4.本村文
一：沼津北RC清水会長、宮路幹事、ようこそ、い
らっしゃいませ。

5.鈴木博行、6.杉山真一：誕生日のお祝いありが
とうございます。

7.渡邉亀一、8.久松　但、9.宮口雅仁、10.杉山真
一、11.尾島康夫、12.上野祥行、13.土屋昌之、
14.室伏博子：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

15.尾島康夫：7/11ロータリークラブゴルフコンペ
に優勝しました。スコアは79でした。

16.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新富士ロータリークラブ

　7月28日(火)→30日(木) ガバナー公式訪問(富士
山吉原RC、富士RCと合同例会)

②富士宮ロータリークラブ

　7月20日(月) 祝日休会

③沼津北ロータリークラブ

　7月21日(火) 夜間例会(ＭＵ受付 11:30～12:30)

④沼津柿田川ロータリークラブ

　7月20日(月) 祝日休会(サインMU受付無)

2.報告・連絡事項

①次週のクラブ協議会(前年度活動報告)の原稿が

まだの方は、事務局に提出してください。

②7/30(木)の納涼例会の出欠席をご記入ください。

③8/20(木)のガバナー公式訪問の出欠席をご記入

ください。

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ① 鮒の放流事業について

 　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　会長　田村治義君

　奉仕プロジェクト委員会栗原委員長にお話しを
頂く前に、放流事業のフォーラム開催の経緯につ
いてご案内させて頂きます。19年位前から鯉の放
流を継続的に実施して参りましたが、3年位前に地
元の方から鯉は雑食性の大食漢で、水草や小魚や
タニシ等を食べてしまい川の生態系が破壊される
ので止めてほしいとの訴えが有りその年は中止し、
2年前から鮒に切り替え実施しています。

　この鮒も元々食用で佃煮か甘露煮用に養殖して
いる物で9月に実施するとなると、余りにも小さす
ぎるため、事業のアッピールや費用対効果などイ
ンパクトに欠ける傾向があるため、今年は実施す
るとしても鮒の大きさ（成長）や予算を考慮した
対応が必要かと思料されますのでフォーラムを開
催させて頂き、放流事業の歴史や今後の方向性に
ついて、皆様のご意見をお聞かせ願いたいと思い
ます。

　　　
　　　
　　　　　奉仕プロジェクト委員長　栗原侑男君

　鯉の放流が始まり今年で、丁度20年目を迎えま
した。

　最初は原地区老人会の方達と沼川の清掃に汗を
流し、綺麗になつた川に色鮮やかな錦鯉を毎年200
匹～300匹、多いときは500匹くらいを放流しまし
た。最初は体長１0センチ～15センチの鯉を放流し
ました、色が鮮やかで目に付き、天敵の白サギに
狙われたようです、10年目頃から30センチ前後の
大きい物を放流することにしました。このころよ
り老人会をやめ小学校生徒を呼ぶことになりまし
た。小学生は大変喜んでいました、普段なかなか
生きた魚に手を触れることがありません、情操教
育にも少しは役に立っていると思います。15年く
らい前までは東京方面からバスで鮒つりツアーな
どがよく来ていました、鮒の群れをよく見かけま
した。

　しかし、沼川付近の方より鯉の放流をやめるよ
うに、鯉は川の生態を変えてしまうとの事です。
水産庁などに問い合わせました、今は全国的に出
来るだけ河川に鯉の放流をやめるように指示して
いるそうです、最近では沼川に鮒が見えなくなり
ました。16年間鯉を放流してきました、良かれと
思い続けてきましたが間違いだったようです。今
までの責任を取らなければいけないと思い、2年前
から鮒を放流しました。魚が小さすぎるのではと
の意見がありました、他にもっと大きい鮒を出荷
してくれるところを探しました。金銭的な問題も
絡みますので無理を言えませんが。9月の魚放流は
しないほうが良い10月末か11月初旬が良いとの事
です、すぐに結果は出ませんが続けることに意義
があると思います、少しでも責任が取れることを
願い、運営資金の問題もあると思います、鮒は全
国で多くの市町村で放流しています。皇后陛下も
鮒を神奈川県の大和市に寄付、(お手渡しという)
をしています。その川が当クラブで放流場所、沼
川に良く似ています、継続事業で放流20年海岸清
掃18年も続けているクラブは少ないと思います。

　去年の鮒放流模様はインターネットの沼津教育
委員会原小で9月12日の事が載せられています。他
の事業に変えたらいいとの話しも出ました、皆さ
んがどう思っているかアンケートをお願いしまし
た。結果　続ける13人・続けない5人でした。もっ
と大きい魚を放流するように、との意見でした今
年度は10月末に計画を実施します。



1

　　　　　　　              田村治義 会長

　沼津柿田川ロータリークラブ梅田会長・小川幹

事ようこそいらっしゃいました。梅田会長には、

後程ご挨拶を賜りたいと存じます。

　本日はクラブ協議会です。2014～15年度事業

活動・決算報告を前年度各委員長・会計宜しくお

願い致します。また植松前幹事には年度が替わり

ましたが、最後の取り纏めをお願い申し上げます。

　さて、昨日伊豆の国市で開催されました「サン

フロント21懇話会の伊豆地区分科会」に参加して

来ましたので少しご紹介させて頂きます。

　この会は、平成6年12月、沼津市魚町に静岡新

聞社・静岡放送の東部総局ビル「サンフロント」

が開設されたのを機に設立されました。富士川以

東25市町村で活動する産業界の方々、住民福祉の

向上に貢献されている医師・弁護士の皆様、行政

運営の責任者である市町村長、県の行政機関の責

任者など、官民各界のリーダーが組織の壁を乗り

越えたフリーの立場で一体となり、圏域の活性化

をテーマに交流と議論を深める政策提言集団です。

　昨日は、基調講演「街道と地方創生～しずおか

の事例から」とパネル討論「世界に輝く伊豆の創

生」の2テーマで開催されました。

　その中で伊豆半島グランドデザイン、美しい伊

豆創造センターの会長となった森延彦函南町長が、

出来上がったばかりのパンフレットを配付して、

伊豆創造センターの組織体制（役員構成・職員構

成・会員構成）や団体の統廃合、事務局機能の集

約化などで、伊豆を一つに、世界から称賛され続

ける地域を目指すとの発言が有りました。パンフ

レットについて30部程送付して頂けるか、事務局

に照会したところ、大丈夫との回答が有りました

ので次回の例会に皆様にお配りさせて頂きます。

　また、パネル討論の中山勝コーディネーターか

ら、8月に伊豆地区担当副知事就任が予定されて

いる土屋優行静岡県賀茂振興局局長兼政策調整監

の突然の指名紹介があり、大きな拍手と共にご挨

拶を頂きました。

　いずれにしても、東名・新東名高速道路から伊

豆縦貫自動車道が下田まで連結することがキー

ワードとなっています。

　　　　　　　7月のプログラム

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

　　　　　　　8月のプログラム

1150回 12:30
8月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問
ｸﾗﾌﾞ協議会②　理事会③

8月13日(木) 裁量休会

1151回 18:30
8月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　沼津北ｸﾗﾌﾞ
との合同例会　夜間例会

1152回 12:30
8月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大
会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1148 回 26 名 25 名 -   96.15%

1146 回 26 名 16 名 7 名   88.46%

●ビジター

1.梅田欣一様：沼津柿田川RC会長

2.小川隆洋様：沼津柿田川RC幹事

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー

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
2015～2016年度

第25巻04号
2015年07月23日

◆◆第1148 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞ協議会① 前年度事業・会計報告

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
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●欠席者(1名)

 本村文一　

●他クラブへの出席者

 芹澤貞治、宮島賢次(7/16 富士山吉原RC)、渡邉

亀一、室伏博子(7/21 沼津北RC)

●スマイル報告(本日のスマイル 19,000円)

1.土屋昌之：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

2.芹澤和子：本日のクラブ協議会御協力よろしく

お願いします。

3.植松　正：本日のクラブ協議会よろしくお願い

します。出席表彰ありがとうございます。

4.田村治義：2014-2015年度事業活動、決算報告よ

ろしくお願いします。

5.鈴木博行、4.名古良輔、5.栗原侑男、6.久松 

但、7.宮島賢次、8.重光　純、9.杉山真一、10.田

村治義、11.上野祥行：出席表彰ありがとうござい

ます。

10.栗原侑男：今夜25周年実行委員会を行います。

委員の方、よろしくお願いします。

11.名古良輔：2週間休みました。

12.鈴木良則、13.成田みちよ：所用につき、早退

させていただきます。       

昨年度出席表彰

○ホームクラブ100％： 芹澤和子君、栗原侑男君、

田村治義君、植松　正君　

○最多出席者：芹澤和子君(72回)　　　　　 

○100％ 累積 5年： 重光　純君　

○同10、15、20、30年：なし

○100％出席(11名)：久松 但君、栗原侑男君、 

宮島賢次君、名古良輔君、芹澤和子君、重光 純君、

杉山真一君、鈴木博行君、田村治義君、植松 正君、

上野祥行君　

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

　7月27日(月)　夜間例会　ガバナー公式訪問

②沼津ロータリークラブ

　7月24日(金)⇒夜間例会

　(前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会)

　＊MU受付 11：30～12：30 沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

2.報告・連絡事項

①次週は、納涼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 

です。

ｸﾗﾌﾞ協議会①　前年度事業・会計報告

　　　　　　　　　　　前年度幹事　植松　正 君

 本日のクラブ協議会は、2014～2015年度事業報告

及び決算報告を各委員長より発表をしていただき

ました。

 まず、クラブ管理運営委員会より、スマイルの奨

励や出席率向上に努め、計9回の特別例会を企画・

運営した旨が報告されました。

 クラブ広報委員会からは、毎週確実に週報を発行

したほか、鮒の放流、車椅子の寄付等が地元新聞

に掲載されたことが発表されました。

 会員増強維持委員会では、計3回友人同伴例会の

実施と、会員純増2名の実績が発表されました。

 奉仕プロジェクト委員会は、企業訪問、外部卓話、

千本浜清掃等の奉仕事業やIAC関連の活動に加え、

あらたに車椅子の寄付やチャリティランに協賛し

たことが報告されました。

 ロータリー財団委員会については、財団や記念館

への寄付の状況、米山奨学生等の卓話のほか、鮒

の放流事業について補助金を活用した実績が報告

されました。

 SAAは、各委員会と連絡を密にし、スムーズな例

会進行に努めたことや、毎月「ロータリーの目

的」を朗読したこと等が発表されました。

 会計報告では、各委員会とも予算範囲内で収まっ

たものの、財団等への寄付額を調整せざるを得な

い状況も示されました。

 最後に、芹澤会長より総評をいただき、車椅子寄

付活動への理解、堅調に事業計画が遂行されたこ

とに感謝の意を表されました。

  会員皆様には、1年間ご理解とご協力をいただき、

幹事として心より御礼申し上げます。
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　　　　　　　              田村治義 会長

 今晩は。本日は家族・友人同伴納涼例会です。

ゲストの大竹和宏さん、渡辺勝也さん、神尾栄一

さん、そしてご家族の皆様ようこそいらっしゃい

ました。ごゆっくりお過ごし下さいませ。

 さて、梅雨も明け、いよいよ夏本番です。日中

の最高気温が35度を超える猛暑日や、夜になって

も最低気温が25度以上の熱帯夜が増えてきます。

この厳しい暑さが続くと体力を消耗し体がだるく

なり、食欲不振、肩こりや頭痛などが起こります。

 夏の暑い時期、水分やミネラル不足、空調の効

いた屋内と暑い屋外との急激な温度差によって起

こる自律神経の乱れ、睡眠不足などが疲労感や体

のだるさなどの症状を引き起こします。この症状

がいわゆる夏バテです。

 夏バテは誰にでも起こります。夏を元気に過ご

すためには、早くから暑さに慣れることが大切と

言われています。

 激しい運動やトレーニングではなく、汗ばむ程

度に体を動かし、少しずつ汗をかく習慣を身に着

付けることが必要で、運動はマイペースで続けら

れるウォーキングやラジオ体操・ストレッチなど

がお勧めだそうです。

 また、夏に負けない体を作るためには、日頃の

規則正しい食事が欠かせません。夏野菜は暑さで

火照った体を鎮めてくれるだけでなく、夏の体に

必要なビタミン類の栄養素を沢山含んでいます。

土用の丑の日に鰻を食べる風習も、鰻にビタミン

Ｂ1が多く含まれており夏バテを乗り切る知恵で

す。

 併せて、入浴はリラックス効果が高く夏の疲労

回復に有効です。入浴で体の芯まで温まると新陳

代謝が良くなり、汗腺が開いて体温調節が円滑に

なり、冷えによる関節の痛みや凝りが和らぐなど、

様々な効果が期待できます。また眠りとも深い関

係が有ります。入浴で体温が一時的に上昇し、体

が熱を放出しやすい状態になっているため、入浴

後は体温が徐々に低下していくので、深部体温が

下がると眠気を感じるようになります。

 入浴前後は、コップ1杯程度の水を飲み、20分以

上の長湯は避けることがコツだそうです。温泉の

宣伝はこの辺で、納涼例会を楽しみましょう。

　　　　　　　8月のプログラム

1150回 12:30
8月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問
ｸﾗﾌﾞ協議会②　理事会③

8月13日(木) 裁量休会

1151回 18:30
8月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　沼津北ｸﾗﾌﾞ
との合同例会　夜間例会

1152回 12:30
8月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大
会報告　奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1149 回 26 名 21 名 -   80.76%

1147 回 26 名 19 名 5 名   92.31%

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 重光　純

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー

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
2015～2016年度

第25巻05号
2015年07月30日

◆◆第1149 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

納涼例会 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

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
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●ゲスト

1.大竹和宏様

2.渡辺勝也様

3.神尾栄一様

●欠席者(5名)

 井上武雄、室伏博子、大沼裕之、鈴木良則、渡邉

亀一　

●他クラブへの出席者

 重光　純(7/23 北海道ロータリーEクラブ)、成田

みちよ(7/24 沼津RC)、芹澤貞治(7/27 富士宮RC、

富士宮西RC、7/30 富士山吉原RC、富士RC、新富士

RC) 

●スマイル報告(本日のスマイル 6,000円)

1.田村治義：本日はクラブ管理運営委員会の皆様、

ご苦労様です。

2.杉山真一：本日は、クラブ管理運営委員会の皆

様、ご苦労様です。納涼例会を楽しみましょう。

3.名古良輔：7月も100キロ走りました。5ケ月連続

です。体脂肪率11.4%になりました。

4.名古良輔：親睦委員の皆様、ごくろう様です。

5.頴川ゆう子：日曜日に猛暑サバイバルテニスを

開催しました。参加してくださった皆様ありがと

うございます。

6.上野祥行：日曜日に沼津西RC主催テニスをしま

した。友人・知人を含めて17名参加がありました。

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

　7月31日(金)⇒裁量休会

　＊MU受付 11：30～12：30　於：沼津リバーサイ

ドホテル

②富士ロータリークラブ

　8月05日(水) 夜間例会 於：グリーンホテル

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

席又協議資料の提出をお願いします。

納　涼　例　会

　本日は、納涼例会です。暑さを忘れて友人や家

族を交えて時間を過ごしました。

司会は上野祥行君

開会の挨拶は久松但君

乾杯の音頭は芹澤和子君

お酒とお料理に舌鼓

手に手つないでの合唱

閉会の挨拶は名古良輔君




