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　　　　　　　             田村治義 会長 

  本日はクラブフォーラムです。クラブ管理運
営委員会の皆様、宜しくお願い致します。

　さて今月は、ロータリーの特別月間の1つで有
ります、基本的教育と識字率向上月間です。日
本人にとって読み書きは呼吸と同じくらい自然
な行為に思えても、世界には教育の機会に恵ま
れない人々が大勢います。

　こうした人々は、仕事を得るために履歴書を
書いたり、子供の通信簿を読んだり、処方薬の
説明書を読んだりする事が出来ません。

　2000年以来、読み書きの出来ない成人の数は
減少しつつ有りますが、まだ世界の非識字人口
は、7億8100万人（世界の成人人口の15％）、そ
の3分の2近くが女性となっています。　　そう
した地域で基本的教育を提供し、識字率を上げ
れば、その他の諸問題の解決（貧困の削減・健
康状態の改善・地域社会と経済の発展・平和構
築など）の糸口を掴むことが出来ます。

「基本的教育と識字率向上」はロータリーの6つ
の重点分野の一つとなっています。

 重視される理由は、①全ての女性が初等教育を
修了すれば、妊婦の死亡率は66％減少する　②
読み書き出来る母親を持つ子供は、出来ない母
親の子と比べて、5歳以上まで生き延びる確率が
50％高い　③低所得国で全生徒が読み書きを習
得した場合、1億7100万人が貧困から抜け出すこ
とが出来るこれは全世界の貧困の12％に相当す
る。

　2014年国連のミレニアム開発目標の報告によ
ると、成人と青少年の識字率は上がっており、
男女差も縮まっていますが、まだ多くの課題が
残されている現実が有ります。

　話は変わりますが、8月30日御殿場の東山荘で
開催された、2620地区派遣学生帰国報告会＆受
入学生ホームカントリー紹介の青少年交換事業
に参加して参りました。

　長期4名、短期2名の国際親善大使としての役
割を果たされた高校生の話は、一度クラブの卓

話で皆さんに聞いて頂きたいと思う立派なもの
でした。

　　　　　　　9月のプログラム

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③　
会員増強維持委員会

　　　　　　　10月のプログラム

1157回 12:30
10月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｲﾆｽｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
大沼裕之君 
IM実行委員長より　IM実行委員長
井上武雄君

1158回 12:30
10月08日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話　
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　朴星辰様　
理事会⑤　移動例会

1159回 18:30
10月15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
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　夜間例会

1160回 12:30
10月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　会員卓話 
鈴木良則君

1161回 12:30
10月29日(木)

沼津市商工会　鮒の放流 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

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

1153 回 28 名 26 名 -   92.86 % 

1151 回 28 名 25 名 0 名   89.29 %

●欠席者(2名)

 重光　純、渡邉勝也　

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 成田みちよ

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09号
2015年09月03日

◆◆第1153 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

クラブフォーラム クラブ管理運営委員会

理事会④

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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●他クラブへの出席者

 頴川ゆう子(8/27 北海道2500ロータリーEクラブ)、

芹澤貞治(8/28 沼津RC 沼津柿田川RCガバナー公式

訪問)、 芹澤貞治、田村治義、杉山真一、栗原侑

男(8/30 派遣学生帰国報告会)

●スマイル報告(本日のスマイル 12,000円)

1.土屋昌之：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

2.井上武雄：入会記念日のお祝いありがとうござ

います。

3.田村治義：クラブフォーラム、よろしくお願い

します。

4.杉山真一：クラブ管理運営委員会のみなさま、

本日は、よろしくお願いします。

5.鈴木良則：涼しくなりました。体調管理に気を

付けましょう。

6.名古良輔：皇居を2週走りました。6ｹ月連続、月

100キロ達成しました。

7.名古良輔：鈴木良則さん、ベトナム支援の旅へ

の寄付金、ありがとうございます。

8.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本日17：00より加藤学園インターアクトクラブの 

　　例会が行われます。

 

理 事 会 報 告

1.報告事項
 地区大会の出席、早割登録を8月31日締め切りで
済ませました。会員18名・事務局員1名　合計19名

2.協議事項
①10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⇒承認
②米山奨学生卓話（10/8(木)）謝礼の件
　奨学生に対し謝礼金支給（前年同額）⇒承認
③鮒の放流（10/29(木)）の件　奉仕プロジェクト
委員長　栗原侑男君
 10～15センチ程度の大きさは維持する。予算内で
どこまでできるか検討し、実行することとする。
小学校へは、奉仕プロジェクト委員長が依頼する。
小学校への謝礼は例年同様とする。⇒承認
④沼津4RC対抗ゴルフコンペ（10/25(日) 新沼津カ

ントリーで開催　担当：沼津RC）の件　
　クラブ参加費を支払う⇒承認
⑤地区大会の交通手段の件（11月6日・7日　甲府
富士屋ホテルにて開催）別紙見積書参照⇒承認
　前のりの会長・幹事の交通費は実費精算。登録
費の支払⇒承認
⑥沼津西RC創立25周年式典例会の件
　日程変更すべきかどうか9月10日の実行委員会で
決定することとする⇒承認
⑦10月22日の例会を友人同伴例会とする⇒承認
⑧09月12日開催の米山梅吉記念館秋季例祭の参加
について
　ガバナー補佐・会長・幹事・地区米山委員の4名
で参加し、祝儀を支出する。⇒承認  
 

クラブフォーラム

　 クラブ管理運営委員会  委員長 名古 良輔 君

　本日のクラブフォーラムは、今後予定されてい
る、クリスマス家族例会・新年会・花見例会につ
いて、各テーブルでそれぞれの議題にそって討論
していただきご意見をいただきました。様々なご
意見を参考にさせていただきまして、各プログラ
ムを楽しくより良いプログラムになるよう、参考
にさせていただきます。以下、議題とご意見にな
りますのでご参照ください。

①クリスマス家族例会について（どのようなアト
ラクションがよいかのご意見）

子供たちが楽しめるような、バルーンアート・大
道芸・手品等。加藤学園に協力してもらい何かで
きる事をしてもらう。家族全員参加型のアトラク
ション。生バンド演奏。ボサノバの歌。

②新年会について（場所についてのご意見）

多くの参加者が来れるように沼津駅付近。例会場
での食事が続くので、たまには他で行ってもよい
のではないか。バスを出してもらえるので長泉山
荘や中伊豆のワイナリー等。

③花見例会（場所等のご意見）

家族参加ができやすい場所。会長・幹事の希望に
沿います。以前行った、屋形船・御殿場もよかっ
た。バスで旅行を兼ねても良いのではないか。沼
津駅付近で例えば甲羅本店等。

　以上のご意見を参考にさせていただきよりよい
行事にしていきたいと思います。
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　　　　　　　              田村治義 会長

本日は、富士宮西ロータリークラブの第22代

会長をされた、加藤康雄加藤脳神経外科院長の卓

話となっております。後程お話を宜しくお願い致

します。

いま、台風18号やその後の温帯低気圧の影響

で、関東では大雨特別警報が発令され、大変な事

になっておりますが、皆様は如何でしたか？

さて、9月に入り季節の変わり目は体調を崩し

易いと言われております。その中で心をいい状態

に保つことが大事で、その方法として薬を使わな

い「3つのやめる健康法」というコラムが有りま

したのでご紹介します。

①悪口をやめる…言葉には言霊があると言わ

れるように、嫌な言葉を口にしていると脳はそれ

が自分の事だと認識してしまうそうです。人間の

脳には古い脳と新しい脳が有り、感情は古い脳が

司っていて、古い脳は自分と他人の区別がつかな

いため、その感情が自分に向かってしまうそうで

す。人の悪口や相手を心配しすぎる言葉を止めて、

「有難う」や「素敵」など相手をほめる言葉を使

うようにしてみましょう。

②急ぐことをやめる…現代人はいつも何かに

追われています。時間に、仕事に、家事に…。い

つも緊張していると、呼吸が浅くなり血流が悪く

なって、低体温・低酸素状態になっていきます。

また、早食いやシャワー生活、レトルト食品など

の食生活も急ぐ行為に当てはまります。これらは

免疫力が落ち、がん細胞が生まれやすくなるとい

う説も有りますので、出来るだけゆっくりするい

ことを意識して過ごしてみましょう。

③頑張ることをやめる…健康のためにつらい

けど頑張る、美味しくないのに我慢して飲んでい

る、頑張らなきゃいけないから頑張るなどという

事を続けていると、逆に負担となり、かえって免

疫力が下がってしまうと言われています。「健康

のために頑張る」のではなく「健康を楽しむ」こ

とを大事にして本来の調子を取り戻しましょう。

　　　　　　　9月のプログラム

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周年記念
事業について　夜間例会

1156回12:30
9月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ ③ 
会員維持増強委員会 

　　　　　　　10月のプログラム

1157回 12:30
10月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｲﾆｽｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
大沼裕之君
IM実行委員長より　IM実行委員長
井上武雄君

1158回 12:30
10月08日(木)

米山記念館 米山奨学生卓話 
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　朴星辰様　
理事会⑤　移動例会 

1159回 18:30
10月15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 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　夜間例会

1160回 12:30
10月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会員卓話　
鈴木良則君

1161回 12:30
10月29日(木)

沼津市商工会　鮒の放流　
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

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

1154 回 28 名 27 名 -   96.43 %

1152 回 28 名 23 名 3 名   92.86 %

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 成田みちよ

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10号
2015年09月10日

◆◆第1154 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

外部卓話(富士宮西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯ｻｯｶｰ大会について)

富士宮西RC 加藤康雄様

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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頴川（１，２） 久松（２，１） 井上（　２　） 伊縫（　休会　） 神尾（　１　） 宮口（　③　）

本村（　③　） 名古（　③　） 尾島（　２　） 大沼（　③　）

重光（　③　） 杉山（③）＋１

土屋（　③　） 鶴田（　③　） 植松（　③　） 上野（　③　）

-------------------------８月分出席一覧 -----------------------

栗原（③）+１

宮島（③）+３ 室伏（２）+１ 成田(　③　)

芹澤和(③)+１ 芹澤貞(③)+12 下原(　１　) 鈴木博(２、１) 鈴木和(　③　)

鈴木良(　２　) 田村（③）+２ 渡邉勝(　２　)

渡邉亀(③)+１ 例会出席％　　　86 . 59 　% 地区報告％　　91 . 46　　%

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。

●欠席者(1名) 

頴川ゆう子

●他クラブへの出席者

芹澤貞治、宮島賢次（9/5 米山奨学生（東京地
区）柿田川見学）

芹澤貞治（9/6　ガバナー補佐地区委員長会議）

●スマイル報告 (本日のスマイル 　15,000 円)

1.加藤康雄様（富士宮西RC）：お礼をスマイルで、

いただきました。

2.室伏博子：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

3.田村治義、4.杉山真一、5.鈴木良則、6.宮島賢

次、7.井上武雄：加藤康雄様、本日の卓話、よろ

しくお願いします。

8.名古良輔：今朝は、久しぶりに青空のもと、

10Km走りました。黄色いハンカチに元気をもらい

ました。

9.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沼津柿田川ロータリークラブ

　9月14日(月)→例会変更（サインＭＵ受付有り）

②新富士ロータリークラブ

　9月15日(火)　観月会　於：グリーンホテル

③富士ロータリークラブ

　9月16日(水)　夜間例会に変更

④富士山吉原ロータリークラブ

　9月17日(木)　観月会の為　於：大富士ゴルフ場

　Muはホワイトパレスフロントにて、11:30-12:30で 

　す。

2.報告・連絡事項

①10/08(木)の米山梅吉記念館での、移動例会の出欠

席をご記入ください。

②10/29(木)の沼津市商工での、鮒の放流の出欠席を

ご記入ください。

③地区大会の本登録と、会費をお願いします。

外部卓話

富士宮西ロータリークラブ 

加藤　康雄 様 

  此の度は、私に卓話の機会を
与えて頂き、会長はじめ皆様
本当に有難う御座いました。

　私の本職は脳神経外科医で御座います。何故
サッカー関連で私が指名されたのかと言うと、私
は10年来富士宮サッカー協会の会長を務めさせて
頂いている関係からで御座います。
　さてJリーグが発足して20年余り、少年の選ぶス
ポーツは野球のほうが少し多いようですが、サッ
カーもほぼ同じ人口を抱えております。かくいう
私も高校、大学とサッカーをやり、清水エスパル
スのサポーターで、ワールドカップは仕事を休み
にして、フランス大会から全出席です。

　私たちのクラブが、なぜ少年サッカー大会を共
催することになったのかと申しますと、クラブは
富士宮クラブを親クラブとして発足致しました関
係で、青少年に関しましては、ボーイスカウト、
ガールスカウトの支援など親クラブと同じような
ことを行っておりました。創立10周年の記念行事
としてラオスに学校を作りましたその時の話し合
いの中で、当クラブの基本方針として青少年の支
援と環境の保全をメインにやってゆこうという事
になりました。どのような事業が良いか考えてお
りましたが、平成15年石川幸三会長の時に、息子
さんが昔サッカーをやっておられた関係で協会関
係者との繋がりがあり、少年サッカー大会の共催
を提案されました。

　当初費用はテントが20万円、メダルなどの費用
10万円を加え30万の予算で、サッカー協会との話
し合いで開催が決定されました。4月より開催しU-
12,U-11,U-10,U-9の総当たりリーグ戦で、6月頃に
終了する形で始まりましたが、大抵のことはサッ
カー協会の少年委員会がやってくれますので、当
クラブ会員は開会式の出席と閉会式の出席、メダ
ルの授与だけで済みます。広報は市役所に地元紙
や、地方紙などの広報ブースがありますので、そ
こに記事が書き易い形で案内を作り入れておきま
す。知り合いがいればもう一押しするのが効果的
です。現在の日本ではコストパフォーマンスが悪
いと言って、文学やオーケストラの費用を削減し
たりすることが行われているようですが、サッ
カーや野球も、映画や絵画も、音楽もプロ以外は
お金になりませんが、良い絵や音楽に出会うと何
とも言えない満足感を得られます。同様に一生懸
命ボールを追いかける少年たちを眺め、表彰式で
メダルをもらい嬉しそうにする子供たちを見ると
大会を共催して良かったと、得も言われぬ感動が
得られます。このような大会を企画してくださっ
た沼津西ロータリークラブの皆様に感謝を致しま
すとともに、ぜひ長く続けて頂きたいと思います。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

 今晩は。本日の当初プログラムはロータリー財

団委員会担当の、去る8月23日にグランシップで

開催された「地区ロータリー財団セミナー」の

報告でしたが、予定変更により「創立25周年記

念事業について」のお話となりましたので、後

程実行委員会の皆様、宜しくお願い致します。

　さて、先週12日（土）は公益財団法人米山梅

吉記念館秋季例祭で、米山記念館担当委員の皆

様お疲れ様でした。

　この日は、その後17時から沼津リバーサイド

ホテルで沼津柿田川ロータリークラブ創立35周

年記念式典・祝宴が執り行われまして、当クラ

ブからはガバナー補佐・補佐事務局・会長・幹

事の5名が出席して参りました。

　来賓は、山本清水町長・積パストガバナー・

芹澤ガバナー補佐・補佐事務局・市内3クラブ会

長幹事の11名で、講演は積パストガバナーによ

る水に関わるお話、アトラクションはピアノ・

フルート・ソプラノの音楽鑑賞でした。

　創立35周年記念事業の紹介では、第2580地区

（東京・沖縄）合同で「米山奨学生との柿田川

奉仕作業」・柿田川公園へベンチ寄贈・清掃作

業用胴付長靴寄贈・米山梅吉記念館への寄付金

贈呈・米山記念奨学会への寄付金贈呈の報告が

有りました。　　

　当クラブの創立25周年記念事業では、沼津西

ロータリークラブ杯少年サッカー大会の実施を

計画し、8月28日に地区補助金226.900円受領し

ておりますので、宮島記念事業委員会委員長を

中心に、宜しくお願い致します。

　なお、25周年は2015～2016年度終盤ですがイ

ンターアクト指導者講習会が11月22日に迫って

おり、加藤学園高等学校IAC顧問松本先生が、 

10月15日のクラブフォーラムに出席さ れますの

で、こちらの準備も奉仕プロジェクト委員会を

中心に宜しくお願い致します。

　　　　　　　9月のプログラム

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

　　　　　　　10月のプログラム

1157回 12:30
10月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｲﾆｽｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
大沼裕之君 
IM実行委員長より　IM実行委員長
井上武雄君

1158回 12:30
10月08日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話　
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　朴星辰様　
理事会⑤　移動例会

1159回 18:30
10月15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 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　夜間例会

1160回 12:30
10月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　会員卓話　
鈴木良則君

1161回 12:30
10月29日(木)

沼津市商工会　鮒の放流 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

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

1155 回 28 名 25 名 -   89.29 % 

1153 回 28 名 26 名 1 名   96.43 %

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 成田みちよ

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11号
2015年09月17日

◆◆第1155 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

創立25周年記念事業について　夜間例会

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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●欠席者(2名)

 久松　但、本村文一、鈴木良則

●他クラブへの出席者

芹澤貞治、宮島賢次、田村治義、杉山真一、宮口雅仁

（9/12 米山梅吉記念館秋季例祭）

名古良輔（9/12 米山記念館 評議員会）

芹澤貞治、宮島賢次、植松　正、田村治義、杉山真一

（9/12 沼津柿田川RC創立35周年）

重光　純(9/14 沼津柿田川RC、9/17 富士山吉原RC)

頴川ゆう子(9/16 北海道2500ロータリーEクラブ)

●スマイル報告(本日のスマイル 0円)

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士ロータリークラブ

　9月23日(水)　祝日特別休会。

②新富士ロータリークラブ

　9月22日(火)　法定休会(国民の休日)

③沼津柿田川ロータリークラブ

　9月21日(月)→祝日休会（サインMU受付無し）

④富士宮ロータリークラブ

　9月21日(月)　祝日休会

⑤沼津北ロータリークラブ

　9月22日(火)　祝日休会

2.報告・連絡事項

  ございません。

創立25周年記念事業について

 

   

        25周年記念実行委員会  

                記念事業委員会　宮島  賢次 君

「25周年記念事業案概要説明」 

1.趣旨

　沼津西ロータリークラブ25周年記念事業として、

　サッカーを通じて子供たちの心身の健全な育成と

　技術の向上を目指し本大会を主催する。

2.主催

　沼津市サッカー協会・沼津西ロータリークラブ  

3.後援

　沼津市教育委員会（スポーツ振興課）

4.期間

　平成27年10月～平成28年3月（開会式・閉会式4学

　年同時）

5.会場

　愛鷹広域公園スポーツ広場他

6.大会概要（案）

　沼津市スポーツ祭で実施されるU-12、U-11、U-

10、U-9のサッカー大会を主催（8人制 20チーム） 

(1）U-12　沼津西ロータリークラブ杯 兼 

          既存企業カップ静岡県大会沼津予選

(2）U-11　沼津西ロータリークラブ杯 兼 

          既存企業カップ静岡県大会沼津予選

(3）U-10　沼津西ロータリークラブ杯 兼 

　　　　　既存企業カップ静岡県大会沼津予選

(4）U-9 　沼津西ロータリークラブ杯

7.ロータリークラブの係り

(1）大会運営

   開会式での挨拶、閉会式での優勝カップ及び優勝

　・準優勝チーム選手へのメダル贈呈

(2）負担費用

 ①優勝/準優勝出場選手贈呈のメダル

　　（ｽﾎﾟｰﾂﾒﾀﾞﾙ100個）

 ②優勝持ち回りカップ

　　（ﾉｰﾌﾞﾙｶｯﾌﾟ4学年+文字彫刻代他）

 ③名入りテント1張（2間×3間）

 ④横断幕（4大会分）

8.課題と利点

　課題：継続事業が増える→継続的に係る為、会員

　　　　の負担、費用面①が必要

　利点：少年・父兄・大会運営関係者と係ることで、

　　　　ロータリークラブを知ってもらえる

 ※会員意見総括

・継続事業となることで、既存事業に加わる財政面

  の負担が増えることになり予算面の考慮が必至

・既存の継続事業の見直しも検討するべき時ではな

  いか

・存続不確定な地区補助金だけを当てにせず賄える

  様にスマイルを推進し収入予算に組み入れる

・会員の維持・増強も必須である

  以上、貴重なご意見を頂き有難う御座いました。

今後の記念事業委員会の活動に活かし、クラブの活

性化にも寄与出来るような企画にして行きます。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

 今日は。沼津ロータリークラブの實石学さん、

三好勝晴さんようこそいらっしゃいました。ど

うぞごゆっくりしていって下さい。　

本日は会員増強維持委員会担当によるクラブ

フォーラムです。

　今年度、野口ガバナー地区目標の第1が会員増

強、そして当クラブ活動目標の①番目も会員増

強です。本村年度から芹澤年度、そして今年度

と、この3年度で10名の入会がありました。来年

5月の25周年記念式典までに、30名の目標を達成

出来るように会員皆さんの意見を出し合い、フ

リーディスカッションをして頂きたいと思いま

す。

　さて、19日から昨日23日までの秋の大型連休

を「ゴールデンウイーク」にあやかって出来た

和製英造語で「シルバーウィーク」と呼ぶ事は

ご承知のことと思いますが、いつ出来たのか余

り記憶が有りませんでしたので調べましたとこ

ろ、2000年からのハッピーマンデー制度導入

（国民の祝日の一部を月曜日に移し、土曜日・

日曜日と合わせて3連休にする制度で、成人の

日・海の日・敬老の日・体育の日が該当）によ

り発生したものですが、日付の並びなどで2009

年に初めて実現されたもので、毎年大型連休と

言うわけではない希少性から「プラチナウィー

ク」、（黄金週間に対して白金週間）とも呼ば

れるそうです。

　現行法では恒久的なものでは有りませんが祝

日法の規定が変わらないと仮定した場合に2099

年までに該当するのは、今年の9月19日から23日

のパターンでは、2026年・2037年・2043年・

2054年・2071年・2099年で9月18日から22日のパ

ターンでは、2032年・2049年・2060年・2077

年・2088年・2094年の各年で有ると予測されま

す。なお、秋分の日の日付は国立天文台による

天文観測に依存するため、前年2月1日の官報で

発表されて初めて正式な日付となります。

　　　　　　　10月のプログラム

1157回 12:30
10月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｲﾆｽｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 
大沼裕之君 
IM実行委員長より　IM実行委員長
井上武雄君

1158回 12:30
10月08日(木)

米山記念館　米山奨学生卓話　
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　朴星辰様　
理事会⑤　移動例会

1159回 18:30
10月15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 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　夜間例会

1160回 12:30
10月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾞｱ沼津　会員卓話　
鈴木良則君

1161回 12:30
10月29日(木)

沼津市商工会　鮒の放流 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　移動例会

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

1156 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1154 回 28 名 27 名 1 名   100   %

会　　　長 田村治義 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 成田みちよ

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12号
2015年09月24日

◆◆第1156 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③　会員維持増強委員会

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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●ビジター

1.實石　学様：沼津RC

2.三好勝晴様：沼津RC

●欠席者(5名)

久松　但、重光　純、下原満知子、鈴木博行、

渡邉 勝也

●他クラブへの出席者

鈴木博行（9/18　沼津RC）

●スマイル報告(本日のスマイル 5,000円)

1.田村治義：クラブフォーラム会員増強維持委員
会  のみなさま、よろしくお願いします。

2.杉山真一：本日は、会員増強維持委員会のみな
さま、よろしくお願いします。

3.鈴木良則：会員増強維持委員長芹澤和子さん、
よろしくお願いします。

4.芹澤和子：本日、会員増強維持委員会のフォー
ラム、よろしくお願い致します。

5.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富士宮ロータリークラブ

9月28日(月）　観月例会　例会場変更

2.報告・連絡事項

  ございません。

会員維持増強委員会

   

　

　　　　　会員増強維持委員長　

　　　　　　　　　　　　　   芹澤 和子　

　昨年度から25周年記念までに会員数30名という

目標を立てておりました。新年度早々3名の新会

員入会となり、もう一息です。又その上を目指し

たいと思います。

それには会員全員のご協力が必要不可欠です。

本日フォーラムにおいて沢山のご意見をいただき

たいと思います。

会員増強維持委員会といたしまして、

10月22日に鈴木良則さん(維持)、

11月19日に名古良輔さん(増強)に卓話お願いして

あります。

後期になるべく早く、友人同伴例会を行いたいと

思います。次の事項で各テーブルにて話し合いを

していただきたいと思います。

●会員数は何人位が良いのか(会員増強）

全国クラブ会員数平均が40名となっており、30名

～40名が良い。ただし、ロータリークラブ会員と

しての質を伴うことが必要。

●新入会員のためのメンバーのフォロー(会員維

持)

1.少し慣れた2、3か月以内の新入会員向けの勉強

会

(研修リーダー)

2.スポンサーの指導、アドバイス

3.テーブル内ではテーブルマスター

4.各自が年次計画書を必ず読む

● ロータリークラブに加入してよかったと思う

こと

自クラブ、他クラブの沢山の人たちに出会い人脈

が広がり、人間性が豊かになり、知識も豊かにな

る。事業も広がる。

　ロータリークラブに加入してよかったと思うこ

とを友人に話してみてください。そして11月19日

の友人同伴例会には沢山の友人、知人を招待して

ください。




