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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今日は。12枚の乙羊（きのとひつじ）年のカ

レンダーも1枚となり、師走に入りましたが、こ

の冬はエルニーニョの影響で暖冬と言われてい

ます。果たしてどうでしょうか？

  先月29日（日）沼津リバーサイドホテルで開

催された、沼津北ＲＣ創立55周年記念式典・講

演・祝賀会に、近隣11クラブの会長・幹事と共

に出席して参りました。勿論、芹澤貞治ガバ

ナー補佐は来賓として出席され、祝賀会での祝

辞を述べられています。100人を超える参加者や

生演奏で豪華な祝賀会でした。

 さて、本日はクラブ協議会で「下期活動計画」

を、各委員会で発表して頂きます。今年度の5つ

の活動目標の達成に向け、積極的なご意見を頂

きたいと思います。

　また、今月は新しい特別月間「疾病予防と治

療」月間で、従来の「家族月間」は廃止されま

した。

　毎年世界で10億人が、デング熱やハンセン氏

病に苦しみ、先進国での症例が少ないため製薬

会社の開発が遅れています。

　これらへの対処として、伝染病の予防方法を

教える保健教育プログラムを支援し、伝染病の

予防接種キャンペーンを実施する行動をしま

しょう。

　治療の面では、世界には保健従事者の数が人

口1万人当たり23人に満たない国が57あり、毎年

世界で240万人の医師、看護師、助産師、熟練介

護者が不足しています。

　奨学金、助成金、啓蒙活動を通じて、保健従

事者の継続的な教育と研修を支援する行動や、

医療が行き届いていない地域で、低費用または

無料で医療を提供する行動をしましょう。世界

人口の6人に1人が医療費を払うことが出来ませ

ん。医療費の負担によって毎年1億人が、貧困生

活に追い込まれています。疾病予防と医療の充

実が急がれます。 

12月のプログラム

1167回 12:30
12月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤　ロータリー財団委員会 
理事会⑦

1168回 18:30
12月19日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クリスマス家族
例会　クラブ管理運営委員会 
夜間例会　曜日変更

1169回 12:30
12月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　イニシエーショ
ンスピーチ　渡邉勝也君 神尾栄一
君

12月31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 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1166 回 27 名 23 名 -   85.19 % 

1164 回 28 名 24 名 2名   92.86 %

●欠席者(　４ 　名)　　

室伏博子、成田みちよ、下原満知子、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　名古良輔（11/28　米山研究会）　芹澤貞治、

田村治義、杉山真一（11/29　沼津北RC創立記念

式典）　成田みちよ（12/1　沼津北RC）

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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22号
2015年12月3日

◆◆第1166 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

クラブ協議会　下期活動計画　総会

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 6,600円)

1.田村治義：クラブ協議会、下期活動計画の発表

委員長の皆様方、よろしくお願いします。

2.杉山真一：本日は、委員長の皆様、下期活動報

告、よろしくお願いします。

3.鈴木良則：栗原さん、車でお世話になりました。

ありがとうございました。

4.名古良輔：11月も月100キロ走、達成しました。

今月はいよいよ、フルマラソンです。

5.本村文一：先週日曜日、沼津－三島医師会テニ

ス対抗戦があり、9戦全勝、9連勝となりました。

6.M・Bテーブル：M・Bテーブル、テーブル会残金

です。

7.上野祥行：11/20に献血に行ってきました。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮RC

　12月07日(月)→05日(土) ファミリー忘年会

  18：30～　

②長泉RC

　12月09日(水) 早朝例会(MU受付：11:30～12:30)

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。

②12/19(土)クリスマス例会、4クラブ合同例会、

IMの出欠席を、ご記入ください。

クラブ協議会　下期活動計画

　　　　

           司会進行：幹事　杉山真一

  本日のクラブ協議会において、各委員会の委員

長による下期活動計画の報告及び協議がなされま

した。

  

  クラブ管理運営員会の名古委員長からは、クラ

ブ活動の基礎となる委員会であることから、明る

く活気のある魅力的なクラブ運営を実施し、例会

出席率の向上に繋がるよう、各担当者は会長方針

を盛り込み魅力的な企画、運営に努めるとの報告

がありました。

　クラブ広報委員会の重光委員長からは、広報面

でクラブの活動内容を地域マスコミに提供し、新

聞等に掲載してもらうことによってロータリーク

ラブに対する付近住民の理解や興味を深めてもら

うという報告の他に、会報の原稿は30分の卓話で

800字以内に収めてほしい旨の要請がありました。

  会員増強維持委員会の芹澤和子委員長からは、

25周年記念例会時までに会員数30名とする為、友

人同伴例会を下期にも開催し会員の皆様の協力を

要請しました。

　奉仕プロジェクト委員会の栗原委員長からは、

職業奉仕セミナーへの参加やクリスマスの寄付金

の内容、贈呈式の開催や千本浜清掃などの計画報

告があり、副委員長でIAC委員長でもある鈴木君か

らは、IACについてクリスマス、チャリティー例会

への参加や海岸清掃活動に協力依頼するなどの報

告がありました。

  ロータリー財団委員会の久松委員長からは、次

年度事業計画における補助金活用の勧め及び協力

や、春季例祭への参加協力等の要請がありました。

　

　S・A・Aの本村君からは、クラブ例会を通じ、会

員相互の理解と親睦を深め、楽しい例会となるよ

うに心掛けるという下期計画がなされました。

　その後、田村会長の各委員会への総評がありク

ラブ協議会を終了しました。下期も、充実した活

動をするために会長・幹事とも努力していきます

ので会員の皆様の協力をお願いします。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今日は。本日はロータリー財団委員会担当によ

るクラブフォーラム（討論会）です。宜しくお願

い致します。

　ロータリー財団は、1917年、米国アトランタで

開催された国際大会に於いて、6人目のＲＩ会長、

アーチC.クランフが「全世界的な規模で慈善・教

育・その他社会奉仕の分野で、より良いことをす

るために基金を作ろう」と提案したことに始まり

ます。

　各地のロータリアンが目先の世界の出来事に目

を奪われている第1次世界大戦中に、アーチ・クラ

ンフの夢が提唱されました。

　数か月後に、この新しく誕生した基金は、米国

ミズーリ州カンザスのクラブから26ドル50セント

の最初の寄付金を受け取りました。

　1928年ミネソタ州ミネアポリス国際大会で、こ

の基金はロータリー財団と名付けられました。 

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、人々

の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困

を救済することを通じて、世界理解・親善・平和

を達成できるようにする事です。1964～65年度Ｒ

Ｉ理事会と管理委員会は、毎年11月15日を含む1週

間をロータリー財団週間と定めましたが、その後、

1983－84年度に11月をロータリー財団月間と定め

ました。11月には、全クラブが同時に財団月間を

実施します。財団プログラムを支援、推進、参加

する特別の期間です。

　月間中、財団の活動を広く知らせる手段として、

ロータリー財団補助金受領者等が、クラブ例

会や教育機関や地域社会の会合で、ロータリー財

団について講演します。

　財団の奨学金事業及び人道的諸事業についての

知識と理解を深め、財団の推進に役立つプログラ

ムを実施するＲＩ理事会指定の月間です。本来な

ら11月最初の例会でご案内するところでしたが、

本日の財団委員会フォーラムに合わせさせて頂き

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12月のプログラム

1168回 18:30
12月19日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クリスマス家族
例会　クラブ管理運営委員会 
夜間例会　曜日変更

1169回 12:30
12月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　イニシエーショ
ンスピーチ　渡邉勝也君　神尾栄
一君

12月31日(木) 裁量休会

1月のプログラム

1170回 12:30
01月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男の抱負 
申年会員　理事会⑧

1171回 18:30
01月14日(木)

京丸うなぎ　新年会　クラブ管理
運営委員会　時間変更

1172回 18:30
01月18日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 4クラブ合同例会 
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更

1173回 12:30
01月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤ 
上期活動報告   IMについての報告
と確認　IM実行委員会

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

1167 回 28 名 24 名 -   85.71 % 

1165 回 28 名 22 名 5名   96.43 %

●欠席者 (４名 )　　

大沼裕之、室伏博子、鶴田龍聖、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

久松　但(12/9 静岡西RC)

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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23号
2015年12月10日

◆◆第1167 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

クラブフォーラム⑤　ロータリー財団委員会

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 18,000円)

1.栗原侑男：入会記念日のお祝いありがとうござい
ます。

2.芹澤和子：入会記念日のお祝いありがとうござい
ます。

3.下原満知子：入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

4.田村治義：ロータリー財団委員会の皆様、本日は、
よろしくお願いします。

5.杉山真一：本日は、ロータリー財団フォーラム、
久松委員長、よろしくお願いします。

6.宮島賢次：次年度、副会長を務めますので、宜し
くお願い致します。

7.尾島康夫：西クラブゴルフコンペ優勝しました。
スコアは、38・42の80でした。

8.鈴木良則：来週のクリスマス例会は、欠席させて
いただきます。

9.芹澤和子：BOXに私のキノカのパンフレットを入れ
ておきました。宜しくお願いします。

10.D,Eテーブル：D,Eテーブル会、残金です。

11.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沼津北ＲＣ  12月15日(火)  夜間例会（忘年家族
会） MU受付　11:30-12:30

②新富士RC  12月15日(火)　クリスマス夜間例会

③富士RC  12月16日(水)　夜間例会に変更。

④長泉RC  12月16日(水)　夜間例会（MU受付：
11:30-12:30）

⑤沼津RC  12月18日(金) 夜間例会 （忘年家族会）

MU受付 11:30-12:30 沼津リバーサイドホテルにて

⑥富士宮西RC  12月18日(金)　夜間例会　ファミ
リー忘年会の為
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、17日(木)→19日(土)に例会日変更で、ク
リスマス家族例会です。

③17日(木) 18:00-19:30まで、イーラde3階多目的
ホール会議室にて、入会3年未満の会員を対象とした
講習会があります。

理 事 会 報 告　

1.協議事項

①1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

②1,2月の座席の件　SAA　本村文一君  

干支順とする ⇒ 承認

③新年会について　クラブ管理運営委員長　名古良
輔君   会場　京丸うなぎ ⇒ 承認

④４クラブ合同例会について　クラブ管理運営委員

長　名古良輔君  会場 リバーサイドホテル ⇒ 承認

⑤沼川に設置の河川愛護等の管理・設置許可申請に
ついて

　看板の設置許可が10年経過し更新時期を迎えた。
静岡県沼津土木事務所で再度10年の許可申請をした。
　年次自主点検を沼津商工会を使用する際に、奉仕
プロジェクト委員会を中心に行う。⇒ 承認

⑥頴川ゆう子君の職業分類変更について

　登録事業所名を、㈱ソレイユコーポレーションと
し、職業分類を老人福祉に変更とする。⇒ 承認

⑦事務局の移転に伴う所在地・電話番号・FAX番号変
更の件

　事務局の移転に伴い、所在地をニューウェルサン
ピア沼津に変更。
　電話機(FAX付)は久松君の事務所に設置予定。変更
は4月を予定。⇒ 承認

クラブフォーラム　

 

(1)ロータリー財団への寄付について

　ロータリー財団へは、例年一人当たり100US$ の寄
付を行っています。しかし、今年度の地区目標は一
人当たり150US$ となっています。

　今年度は、当クラブから芹澤ガバナー補佐を選出
していることもあり、一人当たり150US$ の寄付を行
いたいと考えています。

　このため、下期会費に特別会費を追加して不足分
を徴収させて頂きたいと思っています。

(2)米山記念奨学会（東京）

　米山記念奨学会へは、例年一人当たり12,000円の
寄付を行っています。  しかし、今年度の地区目標
は一人当たり16,000円となっています。　　

　今年度は、当クラブから芹澤ガバナー補佐を選出
していることもあり、一人当たり16,000円の寄付を
行いたいと考えています。

(3)米山梅吉記念館（長泉町）

　米山記念梅吉記念館へは、例年一人当たり3,100円
（賛助会費3,000円＋100円募金）の寄付を行ってい
ます。3,100円×29人＝89,900円（既に支払済）

　今年度は、創立25周年に当たることから、25周年
の記念事業の一環として250,000円の寄付を予定して
います。

(4)財団補助金の申請について

　今年度、25周年記念事業として、沼津西ロータリ
ークラブ杯少年サッカー大会を実施しています。し
かし、後付のような形での開催となっていること、
積極的な広報活動等が行われていないことなど、市
内の子供たちに周知するためには、継続する必要が
あると考えています。このため、今年度も次年度の
ための100,000円程度の補助金申請を行いたいと考え
ています。

頴川（２、１） 井上（　３　） 伊縫（休会） 神尾（２，２） 宮口（　④　）

本村（　④　） 尾島（　３　） 大沼（　３　）

重光（３，１）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

久松（２，２) 栗原(３，１)＋1

宮島（④）＋2 室伏(3，1)＋2 名古(④)＋3 成田(１，２)

芹澤和(3,1)＋1 芹澤貞(④)＋4 下原(　④　) 杉山（④）＋5 鈴木博(3,1)＋2 鈴木和(④)＋2

鈴木良(　３　) 田村（④）+6 土屋（④）＋2 鶴田(　④　) 植松（④）＋2 上野（④）＋2 渡邉勝(　④　)

渡邉亀(3,1)＋1 例会出席％　　　83 . 03 　% 地区報告％　　94 . 64　　%

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。

ロータリー
財団委員長 
久松　但君
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今晩は。毎年恒例のクリスマス家族例会です。

クラブ管理運営委員会の皆様、宜しくお願い致

します。

　また、会員増強維持委員会の友人同伴例会も

兼ねており、ゲストの仲田はるみ様、ようこそ

いらっしゃいました。

  そして、ロータリアンの最大の理解者で有り、

支援者で有りますご家族の皆様、並びに設立後

初めての指導者講習会ホスト校として大変なお

骨折りを頂きました、加藤学園高等学校ＩＡＣ

の先生･生徒の皆様、ようこそ御出で頂きました。

　また、私共メンバー全員の寄付金で車椅子を

購入し、その寄贈先として選ばせて頂いた社会

福祉法人輝望会常務理事沼津のぞみの里池谷修

施設長と株式会社ソーシャルケアすずなデイ

サービス・居宅介護支援事業所佐久間浩一代表

取締役の御二人には、公務ご多忙の中、ご出席

を賜り有り難うございます。後程の目録贈呈式、

宜しくお願いします。

  さて、クリスマスの季節となり、人によりク

リスマスに対する思いは夫々でしょう。クリス

マスは言うまでもなく、イエス・キリストの生

誕を祝うものですが、日本では宗教色は殆ど褪

せていて、季節のイベントと化しているのが実

態かと思います。

「商戦」と言う言葉を思い浮かべる方もいれば、

家族や大切な人への「プレゼント」が関心事と

言う方もいると思いますが、その中で、やはり

子供の頃、大きな靴下を枕元に用意して、サン

タクロースからの贈り物に期待した思い出が有

る方もいると思いますが、古過ぎますか？　

　今宵は、サンタクロースが住んでいると言わ

れる、フィンランドの「大きな耳の丘」からの

代理で、我が沼津西ＲＣ伝統の新人ロータリア

ンがサンタクロースとなって、会員のお子様に

プレゼントを届けますので、楽しみにしていて

下さい。

  また、旭智子・揚子姉妹によるピアノとヴァ

イオリン演奏や、静岡大学出身の大道芸人あま

る氏のジャグリングなども用意されております

ので、クリスマス家族例会を楽しみましょう。 

12月のプログラム

1169回 12:30
12月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　イニシエーショ
ンスピーチ　渡邉勝也君　神尾栄
一君

12月31日(木) 裁量休会

1月のプログラム

1170回 12:30
01月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男の抱負 
申年会員　理事会⑧

1171回 18:30
01月14日(木)

京丸うなぎ　新年会　クラブ管理
運営委員会　時間変更

1172回 18:30
01月18日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 4クラブ合同例会 
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更

1173回 12:30
01月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤ 
上期活動報告   IMについての報告
と確認　IM実行委員会

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

1168 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1166 回 27 名 24 名 2 名   96.30 %

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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24号
2015年12月19日

◆◆第1168 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

クリスマス家族例会

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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●ゲスト

1.仲田はるみ様:沼津酸素工業㈱、会長

2.池谷　修様:社会福祉法人 輝望会 沼津のぞみの

里

3.佐久間浩一様:㈱ソーシャルケア

4.松本英教様:加藤学園インターアクトクラブ顧問

5.椿　志野様:加藤学園インターアクトクラブ会長

6.遠藤恵里様:加藤学園インターアクトクラブ副会

長

7.本間利嗣様:加藤学園インターアクトクラブ

●欠席者 (5 名 )　　

久松　但、井上武雄、宮口雅仁、杉山真一、鈴木

良則　

●他クラブへの出席者

成田みちよ（12/15沼津北RC、12/16長泉RC、12/18

沼津RC）

芹澤貞治、田村治義、杉山真一、芹澤和子、名古

良輔、土屋昌之、植松正、穎川ゆう子、室伏博子、

成田みちよ、下原満知子、鈴木和憲、鶴田龍聖、

上野祥行、渡邉勝也、神尾栄一（12/17入会3年未

満の方講習会）

●スマイル報告 (本日のスマイル 16,000円)

1.田村治義:クラブ管理運営委員会の皆様、宜しく

お願いします。

2.芹澤貞治:クラブ管理運営委員会の皆様、楽しい

クリスマス忘年例会の企画、御苦労様です。今年

も、残すところ、あと2回の例会となりましたね。

3.鶴田龍聖:クリスマス例会、楽しい夜であります

様に。

4.名古良輔:クリスマス例会、みんなで、楽しみま

しょう。

5.宮島賢次、6.本村文一、7.重光　純、8.植松 

正、9.頴川ゆう子、10.下原満知子、11.上野祥行、

12.土屋昌之、13.鈴木和憲:Merry Xmas

14.名古良輔:12月13日袋井でフルマラソン完走し

ました。死ぬ思いで走りました。

15.成田みちよ:名古先生マラソン完走お疲れ様で

した。

16.尾島康夫:本日は、娘家族がお世話になります。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士RC  12月23日(水) 祝日休会

　＊MU受付は11:30～12:30 ホテルグランド富士フ

ロントにて

②長泉RC  12月23日(祝・水) 休会(MU受付はあり

ません)

③富士宮西RC   12月25日(金) 特別休会

2.報告・連絡事項

①1/14の新年会と、1/18の4クラブ合同例会の出欠

席をご記入下さい。

クリスマス家族例会　

  

乾杯の挨拶、

鈴木博行君

開会の挨拶、

芹澤和子君

参加者全員での

手に手をつないで

旭揚子・旭智子姉妹
による、ピアノと
ヴァイオリン演奏

閉会の挨拶、

名古良輔君

沼津のぞみの里様、
ソーシャルケア様への
車椅子目録授与

司会、下原満知子君、
頴川ゆう子君

食事と演奏を聴きながらの会員と
ゲストとの歓談中の様子

大道芸人あまる様に
よる大道芸
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今日は。本日は1163回例会で予定されており
ました、渡邉勝也君と神尾栄一君のイニシエー
ションスピーチです。お二人とも8月20日の入会
ですので、4ヶ月経過しての色々な感想も含めて、
お一人15分の持ち時間を目一杯使ってのスピー
チをお願いします。

　さて、17日の新入会員講習会、19日のクリス
マス家族例会、22日のＩＭ総務委員会打合せ、
そして本日の例会と、この1週間で4回のお付き
合いをして頂いている会員の皆様、お疲れ様で
す。

　また、今日は2015～2016年度上期25回目の今
年最終例会ですが、年が明けますと4クラブ合同
例会・第3分区ＩＭ・2クラブ合同例会・地区協
議会・創立25周年記念式典と下期は毎月イベン
トが待っています。まさしく、一人二役・三役
で全員の力を結集して頂きますよう、改めてお
願い申し上げます。

　ところで、恒例のクリスマス家族例会は楽し
く終了しましたが、本番は今晩から明日と言う
事になります。何故、キリスト教がクリスマス
を前の晩から祝うかと言うと、ユダヤ歴の日付
の捉え方に関連が有ります。

　キリスト教はユダヤ文化を下地としています
が、ユダヤ文化では一日は日没から数えます。
クリスマスは、この伝統を引き継ぎ、救い主の
降誕を前晩（24日夜）からミサ聖祭にて記念し
ます。従って、典礼的に24日晩からがクリスマ
ス当日です。

　因みに、英語のCｈｒｉｓｔｍａｓは、キリス
トのミサ（Ｃｈｒｉｓｔ＋ｍａｓｓ）と言う原
意で、イエスの降誕を記念するミサ聖祭です。
その他の欧州言語ではイタリア語のナターレ、
フランス語のノエル、ドイツ語のワイナハテン
と色々に表現されます。

　それでは、良いクリスマスを！そして良い新
年をお迎え下さいませ。　　　　　

1月のプログラム

1170回 12:30
01月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男の抱負 
申年会員　理事会⑧

1171回 18:30
01月14日(木)

京丸うなぎ　新年会　クラブ管理
運営委員会　時間変更

1172回 18:30
01月18日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 4クラブ合同例会 
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更

1173回 12:30
01月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤ 
上期活動報告   IMについての報告
と確認　IM実行委員会

クラブ管理運営委員会報告

●スマイル報告 (本日のスマイル 43,300円)
1.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.宮島賢次：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：家族の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

4.芹澤貞治：今年最後の例会です。会長、幹事、そし
て皆様、お世話になりました。

5.名古良輔：芹澤ガバナー補佐、半年間、御苦労さま
でした。あと、半年、宜しくお願いします。

6.名古良輔：会長、幹事さん、半年間ごくろう様でし
た。あと半年、頑張りましょう。

7.本村文一：半年間、御協力ありがとうございました。

8.渡邉勝也：本日は、イニシエーションスピーチをさ
せて頂きます宜しくお願い致します。

9.田村治義、10.杉山真一、11.井上武雄、12.重光 
純、13.上野祥行：渡邉勝也さん、神尾さん、イニシ
エーションスピーチ、宜しくお願いします。

14.鈴木和憲：クリスマス例会、妻共々、楽しませて
いただきました。ありがとうございました。

15.鈴木良則、16.植松　正：良い年をお迎えください。

17.名古良輔：杉山幹事、心労をお察しします。

18.杉山真一：前回のクリスマス例会休んですみませ
んでした。体調には、注意しましょう。

19.ＩＭ総務委員会：打ち合わせ残金です。

20.尾島康夫：すみません。ジャケットとバッジを忘
れました。

21.栗原侑男：私用により、早退致します。

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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25号
2015年12月24日

◆◆第1169 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

イニシエーションスピーチ　渡邉勝也君　神尾栄一君

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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★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1169 回 28 名 25 名 -   89.29 % 

1167 回 28 名 24 名 2 名   92.86 %

●欠席者 (3 名 )　　
　成田みちよ、大沼裕之、渡邉亀一

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC  12月25日(金)　裁量休会　MU受付 
11：30-12：30　沼津リバーサイドホテルにて

②富士宮西RC　12月25日(金）特別休会　　　

01月01日(金）祝日休会

③沼津北ＲＣ  12月29日(火）裁量例会　MU受付 
11:30-12:30

④富士宮RC　12月28日(月）例会時間変更 12:30～ 

01月04日(月）特別休会

⑤沼津柿田川RC  12月28日(月)→26日(土) X'mas
家族例会　＊ＭＵ受付　有 

01月04日(月)→例会変更　＊ＭＵ受付　無

⑥新富士RC 12月29日(火）特別休会　　　

01月05日(火）特別休会

⑦長泉RC  12月30日(水）休会  ＊ＭＵ受付　無 

⑧富士RC　12月30日(水）年末休会　＊ＭＵ受付 
11：30 -12：30　ホテルグランド富士フロント

⑨富士山吉原RC　12月31日(木）特別休会  ＊ＭＵ
受付　無
2.報告・連絡事項

①次週12/31は、裁量休会です。次回は1/7です。

②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。

イニシエーションスピーチ　

   

　皆様、こんにちは。この度8月に入会させていた
だきました渡邉勝也です。
  本日は、このような機会を頂き誠にありがとう
ございます。あまり人前で話す経験がないので、
若干緊張をしておりますが、宜しくお願い致しま
す。
　私は現在、昭和47年10月生まれの43歳でござい
ます。生まれも育ちも沼津市です。父親が電気設
備工事業を営んでおりましたので、そのまま現在
は家業を継がさせて頂いております。一度、神奈
川県の川崎市にある会社で電気工事の施工管理を
する会社に勤めていました。今でこそないですが、
当時は製図から始めたんですがパソコンなどなく、

ドラフターで図面を書いておりました。建築図面
を下にして、トレース用紙という紙でずっとトレ
ースをしておりました。最初は、どちらかと言え
ば電気よりも建築のことを覚えるのが多かった気
がいたします。5年間ほど川崎の会社に勤めており
ましたが、その間に、小学校の校舎や体育館、マ
ンション、病院などの電気工事の施工をさせて頂
きした。今はあまりそのような工事がなかなかで
きないですが、当時は工期が一年以上の現場ばか
りをしておりましたので、建物の最初から完成ま
でをずっと見ておりましたので、大変、私自身の
勉強となりました。
　電気工事業を20年以上やっておりますが、電気
工事の分野は電気の他に弱電（電話、LAN、テレビ
受信、放送設備、火災報知設備）設備、工場など
で多いシーケンス制御、太陽光発電設備、などた
くさんの分野に関わるので、まだまだ学ぶことが
多くて未だに勉強をさせて頂いております。
　今、現在の私の営んでいる会社の業務内容です
が、電気工事では木造新築やリフォーム、事務所
ビル、工場などの設計・施工などを主にやってお
ります。また、下請けで駐車場の自動制御の工事
などのお手伝いもさせて頂いております。私の義
理の兄が、作業環境測定や労働安全衛生コンサル
タントの資格を持っておりまして、その関係で環
境事業部として一緒にやらせて頂いております。
　まだまだ未熟な私ですので、諸先輩方に、これ
からロータリークラブについて教えて頂き、多く
の勉強をさせて頂いて社会奉仕をしていきたいと
存じます。これからも宜しくお願い致します。

専門学校卒業後、テレビ制作会社に就職し、旅行
番組、お笑い番組、歌番組を２年間担当しました
が、実家の会社を継ぐ決意をし、埼玉県にある競
技車両の制作販売する会社で、４年間修業させて
もらいました。

　その後、実家に勤務しましたが、父とぶつかり
辞めては戻りと何度も続け、３度目に退社した際
は他の仕事をしようと一番儲かりそうな不動産会
社を面接し就職しました。２年間勤務した頃に、
三島の不動作業者が会社を立ち上げたばかりで声
をかけてもらい転職しました。６年間在籍した後、
独立開業致しました。

　現在は不動産売買・賃貸・管理を行い、お陰様
で５年目となり従業員を２名雇用するまでになり
ました。

ロータリークラブではまだまだ自分が何をしたら
良いかも解っておりませんが、皆様と例会等を通
じ沢山の事を学んで行きたいと思います。今後と
もよろしくお願いします。

神尾栄一 君

渡邉勝也 君




