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　　　　　　　             田村治義 会長 

  今日は朝からのテレビ中継等でご案内のように、

70回目の広島平和記念日・広島原爆忌の日です。

昭和20年（1945年）8月6日午前8時15分、米軍の

Ｂ29爆撃機「エノラ・ゲイ」が広島市上空で、実

戦で使われた世界初の原子爆弾「リトルボーイ」

を投下、43秒後に地上約600ｍの上空で目もくら

む閃光を放って炸裂し、小型の太陽と表現される

灼熱の火球をつくり、その中心温度は摂氏100万

度を超え、1秒後には最大直径280ｍの大きさとな

り、爆心地周辺の地表面の温度は3000から4000度

にも達したと言われています。

　爆発の瞬間、強烈な熱線と放射線が四方へ放射

されるとともに、周囲の空気が膨張して超高圧の

爆風となり、これらが複雑に作用して市街は壊滅

し、爆心地から500ｍ以内では、被爆者の即死及

び即日死の死亡率が9割を超え、1.2Ｋｍ以内でも、

その日のうちに約5割の方が命を落としています。

　当時の広島市の推定人口35万人のうち、放射線

による急性障害がほぼ収まった1945年12月末まで

に、約14万人の死者が出たと伝えられています。

　また、今日の式典でこの1年に死亡が確認され

た5359人の名前を記した原爆死没者名簿を慰霊碑

に納めると、犠牲者の累計総人数は29万7684人に

上り、70年経過してもその被害は続きます。被爆

者健康手帳を持つ人の数は今年3月時点で18万

3519人で、平均年齢は80.1歳と初めて80歳を超え

たそうです。

　　　　　　　8月のプログラム

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　加藤学園IAC

　　　　　　　9月のプログラム

1153回 12:30
9月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ  
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　理事会

1154回 12:30
9月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　外部卓話
～富士宮西RCカップｻｯｶｰ大会につ
いて　富士宮西RC　加藤康雄様

1155回 18:30
9月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 創立25周年事業
について　ロータリー財団委員会 
夜間例会

1156回 12:30
9月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ　
会員増強維持委員会

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

1150 回 26 名 23 名 -   88.46%

1148 回 26 名 25 名 0 名   96.15%

●欠席者(3名)

 井上武雄、頴川ゆう子、下原満知子　

●他クラブへの出席者

 芹澤貞治、芹澤和子(8/1 富士山・絆の日参加)、

室伏博子(8/1,2 地区IAC年次大会)、芹澤貞治、宮

島賢次(8/4 沼津北RC)、頴川ゆう子(8/6 北海道

2500ﾛｰﾀﾘｰEｸﾗﾌﾞ)

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

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06号
2015年08月06日

◆◆第1150 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■クラブ協議会②　ガバナー補佐訪問■

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 21,000円)

1.名古良輔、2.成田みちよ、3.大沼裕之
 ：誕生日のお祝いありがとうございます。

4.重光　純：入会記念日のお祝い有難うございます。

5.芹澤貞治：ガバナー補佐期首訪問です。よろしくお
願いします。

6.田村治義、7.杉山真一、8.本村文一：芹澤ガバナー 
補佐、本日は、よろしくお願いします。

9.芹澤和子：今日は、広島原爆投下70年です。被害に 
あわれた方の御冥福を祈り平和を願います。

10.芹澤和子：8月1日2620地区社会奉仕事業、富士山5 
合目清掃活動に参加しました。

11.鈴木良則、12.名古良輔：みなさん、暑中お見舞い
申し上げます。

13.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富士宮西ロータリークラブ
　 8月14日(金)　特別休会
 ②沼津北ロータリークラブ
　 8月11日(火)　裁量休会
　 8月18日(火)→20日(木)　Ｇ公式訪問
 （ＭＵ受付　いずれも11:30～12:30）
 ③沼津ロータリークラブ
 　8月14日(金)　お盆休会　ＭＵ受付　11：30～
　 12：30　於：沼津リバーサイドホテル　
 ④富士山吉原ロータリークラブ
　 8月13日(木)　特別休会（ＭＵ受付無し）
 ⑤沼津柿田川ロータリークラブ
　 8月17日(月)　裁量休会（ＭＵ受付無し）
 ⑥富士ロータリークラブ
　 8月12日(水)　お盆特別休会　
 ⑦新富士ロータリークラブ
　 8月11日(火)　特別休会　
 ⑧長泉ロータリークラブ
　 8月12日(水)　休会
 （サインのみメーキャップ受付もありません）

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13日(木)は、裁量休会です。
 ③次々週20日（木）のガバナー公式訪問は、 
   ニューウェルサンピア沼津にて夜間例会です。

理 事 会 報 告

1.協議事項

 ①9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　
 ②9・10月の座席の件　SAA本村文一君
 ③新入会員の座席について 　SAA　本村文一君
　 8月20日（木）入会式の予定の新入会員2名は8月
   はMテーブルとする。
 ④新入会委員の所属委員会について　
　 クラブ管理運営委員会に所属するものとする。
 ⑤新入会員推薦の件　会員増強・維持委員長 芹澤和

子君　杉山君の推薦により新入会員1名会員申込書
受けとる。8月20日入会式の予定で話を進める。

 ⑥会員増員に伴うロータリーの友発注部数増について 
会員増強に伴い、発行部数を会員数+原商工会・加
藤学園への配布・予備で33冊に増やす。

 ⑦9月10日の外部卓話（加藤康雄様）の謝礼について 
   交通費を支給する。
 ⑧平成27年8月23日にグランシップ静岡で行われる
　「地区ロータリー財団セミナー」参加について
　　田村会長参加。登録料3,000円、交通費実費を支給

する。
 以上、①～⑧議案を承認。

ガバナー補佐期首訪問

2015～2016年度 　 　 　

静岡第3分区ガバナー補佐  

芹澤 貞治 様　

　今年度ＲＩ会長　ラビ・ラビンドンは「世界への
プレゼントになろう」を会長テーマとして掲げまし
た。

　人の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与
えたかで判断される。天から授かった才能・知識・
能力や熱意を、苦しんでいる人に同情の声を掛ける
だけではなく、実際に何かをしてあげよう。授かり
ものをお返ししようと言っております。

　野口ガバナーは、ガバナー・ガバナー補佐11名そ
して各クラブの会長・幹事　この構成は生涯一度き
りです。そして「楽しもうロータリー、仲間を増や
そう」と語り、楽しく充実し記憶に残る年度となる
様、一緒に活動していきましょうと！！

　沼津西クラブにおいても、田村会長・杉山幹事、
そして理事・役員のメンバーでの構成は一度きりだ
と思います。ぜひ有意義な年度となる事を期待して
おります。

　本年度、田村会長は「一期一会　全員参加のロー
タリー」との会長方針を掲げ、小人数でも全員が力
を合わせれば、大規模な奉仕も可能になると言って
おります。

　本年度、野口ガバナーは10の地区目標を示されま
した。どれも大事な事ではありますが、目標の第一
番目が会員増強であります。日本の多くのクラブが、
最盛期より会員を減らしており、この2620地区でも
過去30年間で最少の2916名からのスタートとなりま
した。

　このまま何もしなければ確実に会員は減っていき
ます。クラブの10年・20年先を考えてみて下さい。
会員数は？今の奉仕活動は続けられるのか？会員一
人一人がまず候補者になりうる方に声を掛けて下さ
い。ロータリーの目的を話してください。皆様は地
域のリーダーです。きっと一人や二人は必ず候補者
となりうる知人が居るはずです。なぜ入会しないの
か?なぜ退会するのか？現在ロータリーは硬直化して
いるのではないでしょうか。例えば、例会時間・プ
ログラム・奉仕等そろそろ見直す時期が来ているの
かもしれません。

　理想のロータリークラブとはどんなクラブでしょ
うか？やっぱり楽しい例会、会員全員が参加したく
なる奉仕活動、なにより会員の満足度の高いクラブ
が理想だと思います。そのためには、クラブの戦略
計画を立てて頂きたいと思います。

  クラブの3年後、5年後はどうなっているのか、ど
うすべきか。推定可能な数値目標を立て、現・次
期・元リーダーが関与し、会員全員の参加で全員が
意見を言い、全ての意見を考慮し、アイディアの交
換をするのが良いと思います。

　ロータリークラブって？ロータリーは何をする団
体？と聞かれた時、皆様はどう答えますか。ロータ
リークラブとは「世界のリーダーが結びつき、アイ
ディアを広げながら、地域社会のために行動する団
体」です。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　先週は殆どのクラブが特別又は裁量休会であっ

たかと思います。世間一般に言われる「お盆休み

」で、里帰りする人や旅行など、テレビなどで見

る高速道路や空港などの混雑風景は、夏の風物詩

になっています。

　お盆には「故郷に帰省して家族、友人や親戚一

同が集まり、ご先祖様のお墓参りをする」そんな

イメージを思い浮かべます。

　お盆の起源は、仏教の「盂蘭盆会」から生まれ

たという考え方が広く知られ、盂蘭盆会に農耕儀

礼や先祖供養など古くからの風習が合わさって形

作られたと言われていますが、その先は当クラブ

にスペシャリストがおりますので俄かの薀蓄はこ

の辺にします。

　現在の日本企業では、お盆休みとしてお盆の中

日である8月14・15日を挟んで前後3日～5日を休

日にすると言うところが多く、お盆の週は一週間

休みにすると言う企業も珍しくなくなって来まし

た。　

　皆様のお盆休みは如何だったでしょうか。まだ

まだ残暑は厳しく、熱中症などにならないよう、

体調管理にご留意頂きたいと思います。　　 

　　　　　　　8月のプログラム

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　加藤学園IAC

　　　　　　　9月のプログラム

1153回 12:30
9月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ  
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　理事会

1154回 12:30
9月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　外部卓話
～富士宮西RCカップｻｯｶｰ大会につ
いて　富士宮西RC　加藤康雄様

1155回 18:30
9月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 創立25周年事業
について　ロータリー財団委員会 
夜間例会

1156回 12:30
9月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ　
会員増強維持委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1151 回 28 名 25 名 -   89.29%

1149 回 26 名 21 名 2 名   88.46%

●ゲスト

1.2015-16年度国際ロータリー第2620地区

　野口英一ガバナー（甲府RC）

2.2015-16年度国際ロータリー第2620地区　

　鶴田哲嗣郎地区幹事（甲府RC）

3.2015-16年度国際ロータリー第2620地区　静岡

　第3分区芹澤貞治ガバナー補佐（沼津西RC）

●欠席者(3名)

 　鈴木良則、下原満知子、室伏博子　

●他クラブへの出席者

  芹澤貞治、宮島賢次（8/7　沼津RC）　

　宮島賢次、渡邉亀一（8/8　米山梅吉記念館） 

　芹澤貞治（8/18,19　第2ゾーン戦略会議、8/20　

　沼津北RC・沼津西RCガバナー公式訪問）

●スマイル報告(本日のスマイル 14,000円)

1.田村治義：野口ガバナーようこそ、いらっしゃいま

　した。よろしくお願いいたします。

2.杉山真一、3.土屋昌之、4.本村文一、5.久松　但、

6.井上武雄、7.植松　正、8.重光　純、9.成田みちよ

10.尾島康夫、11.上野祥行、12.頴川ゆう子、

13.鶴田龍聖、14.鈴木和憲：野口ガバナー、鶴田地区

幹事、本日は、よろしくお願いします。

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

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07号
2015年08月20日

◆◆第1151 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ガバナー公式訪問　沼津北RC合同例会■

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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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
　 8月24日(月)　特別休会
 ②長泉ロータリークラブ
　 8月27日(木)　ガバナー公式訪問　@御殿場
　 （サインのみＭＵ受付8/26(水) 11:30～12:30）

2.報告・連絡事項
 ①次週は、加藤学園IACの卓話です。ペットボトル
   のキャップがございましたら、ご持参ください。

沼津北ＲＣ会長挨拶
　

沼津北ロータリークラブ  
清水　学　会長　

　

　題：ロータリーと老舗

　今年度ガバナーの野口英一様
は、山梨日日新聞・ＹＢＳグループ代表ということ
で、そのお顔は業界の方ならご存知と思いますが、
業界人以外のロータリアンの中で「そのお顔は、ど
こかで見たことがある」と心当たりのある方は、雑
誌「ロータリーの友」をよく読んでいるロータリア
ンと言ってよいでしょう。「ロータリーの友」2014
年1月号の連載記事「わがまち・・・そしてロータ
リー」に甲府市が取り上げられ、吉字屋の高野孫左
エ門様、甲州印伝の上原重樹様と共に、山梨日日新
聞・ＹＢＳグループ代表の野口英一様が紹介されて
おります。山梨日日新聞は明治5年の創業で、地方新
聞の中では日本最古の歴史を誇り、読売新聞や朝日
新聞より歴史が古い、とのこと。新聞業界の老舗と
言ってよいかと思います。

　日本には、100年以上、もしくは300年以上、さら
には1000年以上続く老舗が、世界的に見ても数多く
存在しております。甲府に特に多いという訳ではな
いのですが、まあ、甲府の人々は老舗を大切にして
いると言えましょう。甲府に老舗が育った理由とし
て、一つには武田信玄公が偉大で、戦は全て甲斐の
国の外でおこなったことが挙げれられましょうか。
「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵
なり」です。ただ、私個人の意見を言わせてもらえ
ば、武田氏が滅んだ後、甲斐の国を治めた徳川家康
は、やはりすごかったのだと思います。武田の遺臣
を高禄を以って遇し、領民を手厚く保護し、甲斐の
国丸ごと一国を天領として存続させたのです。もし
徳川家康が織田信長のように短気・残忍で、武田の
遺臣を「三方が原のかたき」などと焼き討ちにでも
していたら、今の甲府は、そして江戸幕府はなかっ
たかも知れません。今の世でも参考になる歴史逸話
と思います。

　さて、ロータリーに話を戻しますが、「ロータ
リーを続けていれば老舗になれる」とは、中々言い
きれないとは思いますが、「ロータリーをやってい
ると、老舗企業の経営者と友達になれる。お近づき

になれる」とは言ってよいかと思います。本日お集
まりの皆様が、野口英一ガバナーと名刺交換すると、
あるいは握手だけでも、これから何か良いことが起
こるかもしれませんよ。ご静聴有難うございました。
　

ガバナー公式訪問

 2015～2016年度 
 国際ロータリー第2620地区 
  ガバナー　野口　英一 様 

  私のような不良会員がどう
やってロータリアンになった

のか？クラブで役割を与えていただき、事業や奉仕
活動について早目に理解できたことが大きいと思い
ます。

　RIラビンドラン会長のテーマについて細かく説明
しましたが、ロータリーが30年間続けてきたEND 
POLIOの活動はあと一歩です。2018年までにポリオを
撲滅させましょう。

　今年度の地区目標10項目は各クラブ計画書にも載
せて頂いていますが、是非とも達成できますよう会
員の皆様のご協力をお願い致します。

　RI会長がラビ、ガバナーが私、会長幹事が皆さん、
この組み合わせの年度は二度とありません。記録に
も記憶にも残る素晴らしい年度になりますように、
一緒に楽しみながら活動を致しましょう。

新入会員紹介

 ■渡邉 勝也 君

　職業分類　電気設備工事業  
  事業所名　株式会社 勝電機
　同所での地位 代表取締役
  

  事業所所在地  〒410-0312　沼津市原582-22
  事業所電話　　055-967-2101
  事業所FAX　　055-967-5288
  推薦者　　　　杉山真一

 ■神尾 栄一 君（写真左）

　職業分類  不動産取引
  事業所名　株式会社 神尾不動産
  同所での地位　代表取締役

　事業所所在地　〒411-0906
　　　　　　　　駿東郡清水町八幡181番地の3
　事業所電話　  055-994-9102
  事業所FAX  　 055-994-9103
  推薦者　　　　杉山真一

頴川（４，１） 久松（４，１） 井上（　２　） 伊縫（　休会　） 栗原（４、１） 宮口（　⑤　）

本村（　４　） 室伏（３、２） 名古（３、２） 尾島（　４　） 大沼（　３　）

杉山（⑤）＋１

土屋（　⑤　） 鶴田（　⑤　） 植松（　⑤　） 上野（　⑤　） 渡邉（３、２）

-------------------------７月分出席一覧 -----------------------

宮島（⑤）+６

成田(４、１)+２ 芹澤貞(⑤)+10

芹澤和(　⑤　) 重光(３、２) 下原(　⑤　) 鈴木博(４、１) 鈴木和(　⑤　) 鈴木良(　２　)

田村（⑤）+２

例会出席％　　　80 . 77 　% 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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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今日は。本日は加藤学園高等学校インターアク

トクラブの松本顧問教諭と会長・副会長の皆さん

にご出席頂いております。　　　　　　　　　

　去る8月1日・2日、山梨の愛宕山少年自然の家

で開催されました第2620地区インターアクトクラ

ブ42回年次大会に当クラブの室伏奉仕プロジェク

ト委員会インターアクト副委員長と共に参加頂き

ましたので、後程大会のご報告を宜しくお願い致

します。

　さて、先週は野口英一ガバナーの公式訪問で、

沼津北ロータリークラブとの合同例会が行われた

ところですが、これに先立ち17時から行われた、

ガバナー・地区幹事との会長幹事会に名古副会長

・杉山幹事と共に参加いたしました。

　終始和やかな雰囲気の中の1時間でしたがロー

タリー財団寄付金の地区目標150ドルへの達成依

頼とその理由説明が有りました。

　2014～2015年度の地区平均が120ドル、日本中

の平均が140ドルなので、今年度は150ドルの目標

とさせて頂いたので、急にとは言いませんが徐々

にお願いしますとのことでした。

　その他にも「ロータリーカードを利用してポリ

オ撲滅を」のスローガンの下、ゴールド、スタン

ダード、ビジネスカードの入会促進依頼、マイロ

ータリーへの登録・活用促進依頼、11月6日～7日

山梨の甲府富士屋ホテルで開催される地区大会へ

の早割登録受付案内等について熱く語って頂きま

した。早割は今月中の申し込みですので、取り纏

めを宜しくお願い致します。

　また、23日の日曜日に静岡市のグランシップ静

岡で開催された「地区ロータリー財団セミナー」

に出席して参りました。ここでも、78クラブ中

150ドル達成クラブ3クラブ、120ドル達成クラブ

13クラブ、100ドル達成クラブ32クラブ、100ドル

未満クラブ30クラブとの報告が有りました。　 

　　　　　　　9月のプログラム

1153回 12:30
9月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ  
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　理事会

1154回 12:30
9月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　外部卓話
～富士宮西RCカップｻｯｶｰ大会につ
いて　富士宮西RC　加藤康雄様

1155回 18:30
9月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 創立25周年事業
について　ロータリー財団委員会 
夜間例会

1156回 12:30
9月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ　
会員増強維持委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1152 回 28 名 23 名 -   82.14%

1150 回 26 名 23 名 1 名   92.31%

●ゲスト

1.松本英教様：加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ顧問

2.椿　志野様：加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長

3.遠藤恵理様：加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ副会長

●欠席者(5名)

　頴川ゆう子、久松　但、神尾栄一、尾島康雄、

　鈴木博行　　

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

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08号
2015年08月27日

◆◆第1152 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■インターアクト年次大会報告 加藤学園IAC■

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



　

2

●他クラブへの出席者

  芹澤貞治、宮島賢次（8/10　沼津柿田川RC）　

　久松　但（8/21　富士宮西RC）

　芹澤貞治、田村治義（8/23　財団セミナー）

　鈴木博行（8/25　沼津北RC）

●スマイル報告(本日のスマイル 12,320円)

 1.田村治義：奉仕プロジェクト委員会、加藤学園高

　 校インターアクトクラブの皆さん、本日は、よろ

   しくお願いします。

 2.杉山真一、3.鈴木良則、4.井上武雄：加藤学園高

　 校インターアクトクラブの皆さん、本日は、よろ

　 しくお願いします。

 5.名古良輔：G公式訪問、会長・幹事・G補佐、ごく

　 ろうさまでした。

 6.鶴田龍聖：本年もお盆行事が無事に納められまし 

　 た、合掌。

 7.名古良輔：8/16義母が、旅立ちました。寂しい限

　 りです。

 8.鈴木良則：感謝状をいただきました。

 9.A.Bテーブル：A.Bテーブル会残金です。

10.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富士宮ロータリークラブ

　 8月31日(月)　夜間例会 

 ②沼津柿田川ロータリークラブ

　 8月31日(月)→28日(金)　合同例会

　 サインのみＭＵ受付は31日のみです。

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。

インターアクト年次大会報告 
　

加藤学園高等学校インターアクトクラブ  

  

     椿 志野 会長　　　     遠藤恵里 副会長

　私達は8月1日・2日に甲府市で行われたインターア

クト年次大会に男子2名・女子2名の合計4名で参加さ

せていただきました。

　初日はまず、世界各地で地雷の除去を行っている

雨宮清さんの講演を聞きました。動画を交えての講

演中に何度も地雷の爆発する音を聞き、驚いたのと

同時に私達の環境がいかに恵まれているかというこ

とを感じました。また、地雷をただ撤去するだけで

なく、その土地をその後現地の人達が使えるように

指導しているということを知り、さらに感銘を受け

ました。その夜は山梨県立愛宕山少年自然の家に宿

泊しました。そこではモデルチェンジして不要にな

った制服をリサイクルして写真立てを作るという活

動をしたり、初めて会った他校の生徒と同室にな

ったりして、たくさんの交流を持つことができまし

た。その時知り合った友人とは今でもＳＮＳなどを

通じて連絡を取り合ったりしています。

　2日目は山梨県立美術館を見学しました。ミレー館

などがあり有名な絵画を見ることができたり、芥川

龍之介など山梨県にゆかりのある作家の原稿や資料

などを見ることができました。美術館や文学館など

には滅多に行ける機会もないので、ゆっくりと見学

できて有意義な時間を過ごすことができました。

　今回私達は、秋にインターアクト指導者講習会を

開くということもあって、年次大会の運営にも注目

していました。ホスト校である山梨県立甲府城西高

校は施設も良く、部員の方々の動きも素晴らしくて

大変参考になりました。11月22日には私達もこれに

負けないような指導者講習会を開催したいと思いま

す。

　

　インターアクト指導者講習会に参加させていただ

いて、様々な貴重な体験をしたり、たくさんの人達

と交流を持つことができました。本当にありがとう

ございました。インターアクトクラブに入部して良

かったと思います。　

感謝状贈呈

  2014～2015年度RI第2620地区岡本ガバナーより、
芹澤和子会長、鈴木良則米山梅吉記念館副委員長（
いずれも同年度肩書）に対し、感謝状が贈呈されま
した。
　また、当クラブは、会員増強・拡大賞を受賞しま
した。




