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　　　　　　　             田村治義 会長 

　

　新年明けましておめでとうございます。

　皆様、お正月は如何お過ごしだったでしょう
か？　

　本来「正月」は1月の別称ですが、現代におい
て一般的には正月行事をする間と捉えて、地域
によって異なりますが、今日7日までの「松の
内」を示すことが多いようです。元々、「松の
内」は小正月である15日とされていました。そ
して、年神様にお供えをしていた鏡餅を下げて
食べる鏡開きを20日に行っていたのですが、徳
川家光が4月20日に亡くなった事により、20日と
いう日を忌み嫌うようになった徳川幕府が、20
日よりも前の11日に鏡開きを行う事にしたそう
です。これにより、関東地方を中心とした地域
では、松の内も7日と変更されたそうです。

　また、「振袖火事」と呼ばれる明暦3年の正月
18日から28日に起こった大火を教訓に、幕府に
より7日を以て飾り納めをすると言う通達が有っ
たため、とも言われています。このように関東
では7日までを松の内とする流れが生まれたのに
対し、幕府の影響をそれほど受けなかった関西
地方では今も元からの15日を松の内とする地域
が多いようです。

　松の内とは、正月飾りの一種である松飾りを
飾っておく期間の事を言います。松飾りとは門
松をさしますが、門松は年神様が道に迷う事な
く家に来るための目印とか家に年神様の滞在を
示す印とも言われています。年神様は初日の出
と共にやってくると言われ、家に居る間は鏡を
模した鏡餅に宿ると言われ、またお節料理は年
神様に対するお供え物で、神様にお供えした物
には不思議な力が有ると言われる事から、お節
料理を食べて一年の健康や幸せをお祈りし、お
年玉は「御年神様の魂」から来ているものと言
われます。松の内とは、年神様をお迎えして御
もてなしをする期間で、年神様とはその家の先
祖も含み、田の神、山の神でもあるため、子孫
繁栄や五穀豊穣に深く関わり、人々に健康や幸
福を授けると言われています。

　　　　　　　　　　　

1月のプログラム

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   

2月のプログラム

1174回 12:30
02月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
IM実行委員会

02月11日(木) 祝日休会

1175回 18:30
02月18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実行委員会　

1176回 12:30
02月21日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第3分区IM
沼津西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　時間曜日変更

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

1170 回 27 名 25 名 -   92.59 % 

1168 回 28 名 23 名 2名   89.29 %

●欠席者 (2名)　　
　神尾栄一、渡邉勝也

●スマイル報告 (本日のスマイル 39,000円)
1.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございま
す。明けまして、おめでとうございます。、IMも
近づいてきました。皆様、宜しくお願い致します。

2.田村治義：入会記念日のお祝い有難うございま
す。

3.栗原侑男、4.室伏博子：家族の誕生日のお祝い
有難うございます。

5.鈴木良則：本日は、年男の抱負の卓話です。宜
しくお願いします。

6.田村治義、7.杉山真一：鈴木良則さん、土屋昌
之さん、年男の抱負、宜しくお願いします。

8.芹澤和子：明けまして、おめでとうございます。
メンバー皆、幸せな一年にしましょう。

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26号
2016年1月7日

◆◆第1170 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

年男の抱負　申年会員　理事会⑧

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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9.鈴木良則、10.名古良輔、11.栗原侑男、12.本村文
一、13.久松但、14.井上武雄、15.宮島賢次、16.植
松正、17.重光純、18.尾島康夫、19.杉山真一、20.
土屋昌之、21.上野祥行、22.鈴木和憲：明けまして
おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。

23.成田みちよ：新年あけまして、おめでとうござい
ます。本年も御指導の程、宜しくお願い致します。

24.鶴田龍聖：新年を迎えまして、皆様方の更なる御
活躍を祈ります。

25.頴川ゆう子：おかげさまで、クリスマスチャリテ
ィーコンサート、無事に終了しました。123名参加し
ていただきました。ご協力ありがとうございました。

26.上野祥行：昨年の12月に県の中小企業新事業活動
促進法に基づく経営革新計画へ補助金1,000万円を申
請し承認されました。

27.名古良輔：昨年12月31日、母が89歳で旅立ちまし
た。成田さんには、心のこもった家族葬をして頂き
感謝しています。

28.成田みちよ：所用につき、早退致します。

理事会報告

1.報告事項

・車いすの贈呈式について、現在加藤学園IACと沼津
のぞみの里と調整中であり、決定次第報告します。

・名古良輔君の実母がご逝去され、クラブ運営規定
の慶弔規定に則り、弔辞の意を表しました。

2.協議事項

①2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下期のロータリー財団寄付金に伴う特別会費につ
いて　　ロータリー財団委員長　久松但君

寄付総額（12月ロータリーレート120円/＄）
・ロータリー財団（ポールハリス含む）
・ベネファクター　
・米山記念奨学金　⇒承認

③本年度のベネファクターの受賞者について

　鈴木良則君にベネファクター受賞者の打診し、了
解された場合は鈴木良則君とする。　⇒承認

④車椅子の金額について

 車椅子の代金の増加及び寄贈のネームを入れること 
により予算より計30,000円増額となる。⇒承認

⑤職業奉仕セミナー参加の旅費について

 1月16日の職業奉仕セミナーに栗原君と田村会長が
参加する。旅費の電車代の実費を支給する。⇒承認

幹事報告

1.他クラブの例会変更等
①富士宮RC
　1月11日（月）祝日休会
②新富士RC
　1月12日（火）新年夜間例会
③長泉RC
　1月15日（金）夜間例会（裾野RCと合同例会）
　（MU受付　1月13日（水）11:30～12:30）
④沼津柿田川RC
　1月11日(月) 祝日休会(メークアップ受付なし)
2.報告・連絡事項
①1月のロータリーレートは、1ドル＝120円です。

②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。

③次週1/14は、京丸うなぎにて18:30より新年会です。

④1/28のクラブ協議会の上期活動報告の原稿を次週
1/14までに、事務局にご提出ください。

年男の抱負

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木良則君

　新年あけまして、おめでとうございます。

　昭和7年(1932年)6月生まれで、今年は第7回目の年
男となります。新年早々に年男の抱負を述べる機会
を与えられ、感謝します。

　今年は当クラブでは、第3分区のIMの当番クラブで
あり、又創立25周年記念事業が行われる特筆すべき
年であります。

　倖にして戦前生まれでありながら、健康に恵まれ
この様なクラブの諸行事に参加できます事は、我な
がら倖せと思っています。これも、ひと重に、ロー
タリーの例会に出席しなければと思う義務感をもっ
ている賜物と思っています。

　会員各位におかれましては、これからも、宜しく
ご指導を賜ります様お願い致します。

  土屋　昌之君　

　48歳、申年の年男になります。昨年は年男がおら
ず、昨年も新年の抱負をお話しさせていただきまし
た。まずはお詫びの話しですが、昨年抱負を語った
際に、フルマラソンに挑戦し来年の抱負の際に感想
を言わせていただくと言いましたが、実現できませ
んでした。これは諦めたのではなく今年度に継続し
たということで、今年度はフルマラソン走り切りま
すのでよろしくお願いします。

　さて今年度の抱負ですが、今年度はチャレンジの
年になります。ロータリーのチャレンジとしては、
来季幹事を務めさせていただくことになっておりま
す。今年７月でちょうど入会3年になります。まだ、
分からない事が多々ある中での職務となりますが、
一生懸命全力で取り組み、会長を補佐していきたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。しかし
ながら、やるべき事が分かっていて、それを熟すの
はなんとか怒られながら熟していこうと思うのです
が、何をやるべきかまだ分からない事が多々ありま
す。先輩方に色々聞いてご教示いただくと思います。
又、私が分かっていないなと思いましたら、何なり
とこれをやるべきだと教えて下さい。よろしくお願
いいたします。

　私個人のチャレンジとしましては、フルマラソン
完走の他に、左手で字を書くというチャレンジがあ
ります。昨年初めから字を書く際に、自然と力が
入ってしまい字が書きにくい状態が続いております。
病院に受診した結果、書痙という症状で、何が原因
かまだ解明されていないため、治療もまだ確立され
ていないようなお話しでした。よって、右手が書き
にくいのなら左手で書けば良いという自己判断によ
り、左手で字を書くというチャレンジを始めていき
ます。

　又、家庭においては、今年の4月から娘が1年間カ
ナダに留学します。娘もまだ英語を話せないところ
からのチャレンジなので、私も負けずにこの1年頑
張っていきたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　

　本日は恒例の「新年会」です。クラブ管理運営

委員会担当者の皆様、宜しくお願い致します。

　さて次回18日、曜日変更移動例会の沼津柿田

川ＲＣ主催4クラブ合同例会を過ぎますと、2月

21日の第3分区ＩＭまでの間は、ＩＭの準備を中

心とした例会となります。皆様には一人二役・

三役を担って頂いておりますので、ご自分の担

当業務を今一度ご確認のうえ、例会欠席による

情報伝達漏れ等が無いよう、宜しくお願い致し

ます。

　ところで、1月の「特別月間」は、昨年まで

“ロータリー理解”でしたが、今年から“職業

奉仕”となりました。ロータリーの友1月号に、

「職業奉仕を実践」の特集記事が掲載されてい

ます。「職業奉仕は、ロータリーの原点であり

基本である」とも、「職業奉仕を明確に定義す

ることは簡単ではない」とも言われますが、職

業奉仕は、「職業上の高い倫理基準を保ち、役

立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業

を高潔なものにすること」と、いつも月初めに

皆で斉唱する「ロータリーの目的」で、その一

端が説明されております。

　職業奉仕の理念を導入したのは、アーサー・

フレデリック・シェルドンと言われております。

ポール・ハリスと同時代のロータリアンで、彼

の奉仕理念は、職業を継続的に発展させるため

には、自分の儲けを優先するのではなく、自分

の職業を通じて社会に貢献するという意図を

もって事業を営む、即ち会社経営を経営学の実

践だと捉え、更には資本家が利益を独占するの

ではなく、従業員や取引先の人達と適正に再配

分することが継続的に利益を得る方法だと考え

たのです。

　やがて世界恐慌が起きて、それまで職業倫理

など無視して稼いでいた多くの事業者が次々と

倒産していく中、ロータリークラブに所属して

いる企業の多くが生き残り、ロータリーの評価

が一気に高まりました。その職業奉仕の理念は、

100年以上の永きに渡り、ロータリアンに大切に

受け継がれてきました。

　明後日、山梨県立図書館で開催される「地区

職業奉仕セミナー」に芹澤ガバナー補佐・栗原

奉仕プロジェクト委員長と共に参加して「五輪

開催と職業奉仕を考える」及び「あなたはなぜ

ロータリアン？」の講演を拝聴して参ります。

1月のプログラム

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   

2月のプログラム

1174回 12:30
02月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
IM実行委員会

02月11日(木) 祝日休会

1175回 18:30
02月18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実行委員会　

1176回 12:30
02月21日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第3分区IM
沼津西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　時間曜日変更

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27号
2016年1月14日

◆◆第1171 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

新年会　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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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

1171 回 28 名 21 名 -   75.00 % 

1169 回 28 名 25 名 1名   92.86 %

●欠席者 (7名)　　

　本村文一、芹澤和子、重光　純、鈴木博行、鈴木

良則、鶴田龍聖、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　芹澤和子、下原満知子（1/13　長泉RC）

●スマイル報告 (本日のスマイル 2,000円)

1.田村治義：新年会、宜しくお願いします。

2.杉山真一：本日は、新年会です。楽しみましょう。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川RC

1月18日(月) 例会変更 (MU受付：11:30～12:30)

②沼津北RC

1月19日(火) 例会変更（1月18日 沼津4RC合同例会）

③長泉RC

1月20日(水) 早朝例会（MU受付：11:30～12:30）

2.報告・連絡事項

①次週は、1/21(木)から1/18(月)に例会日変更で、

沼津リバーサイドホテルにて4クラブ合同夜間例会で

す。

②1/28のクラブ協議会の上期活動報告の原稿を、本

日中に事務局にご提出ください。

新年会

　　　　　　　　　　　　　　　　

 　京丸うなぎにおいて新年会を開催いたしました。

　　　

　　　　　　開会の挨拶は宮島賢次君　

　　　　　　　　乾杯は久松但君

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　閉会の挨拶は井上武雄君

井上（　３　） 伊縫（休会） 宮口（　３　）

宮島（　④　） 本村（　④　） 尾島（　④　） 大沼（　２　）

重光（　④　） 杉山（３，１）

土屋（④）＋１ 植松（④）＋１ 上野（④）＋１

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

頴川（④）+１ 久松（３，１) 神尾（④）+１ 栗原(　④　)

室伏(２，１) 名古(④)＋１ 成田(２,２)+３

芹澤和(④)＋1 芹澤貞(④)＋１ 下原(３)+１ 鈴木博(　④　) 鈴木和(④)＋１

鈴木良(　３　) 田村（④）+１ 鶴田(３，１) 渡邉勝(3,1)+１

渡邉亀(　２　) 例会出席％　　　86 . 49 　% 地区報告％　　92 . 79　　%

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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　皆さん今晩は。4クラブ合同例会の主な目的で有

ります懇親会の開会挨拶を申し上げます。　

先ず以て、合同例会の準備・設営にご尽力を頂い

た沼津柿田川ロータリークラブの梅田会長を始め

とする皆様に感謝申し上げます。 

　また、出席頂いた4クラブ126名の皆様方に感謝

いたします。

　昨年は私ども沼津西ロータリークラブが担当さ

せて頂きましたが、今回は再開後5回目を重ね、昨

年より20名以上参加者が増えまして、このように

盛大に開催出来ますこと、お喜び申し上げます。

　この後のプログラムでは、新会員23名のご紹介

が有りますが、4クラブが一堂に会する良い機会で

有りますので、出来る限り多くのロータリアンと

交友を深めて頂きたいと思います。

　一昨日、山梨で開催された「地区職業奉仕セミ

ナー」に芹澤ガバナー補佐や清水会長他の皆様と

行って参りましたが、兎にも角にも自分の職業を

通じて社会に貢献すると言う意図を以て事業を営

む事が基本であるとの事で御座います。その意を

汲みながらこの懇親会を職業奉仕の場として、大

いにご活用して頂ければと思います。

　さて、ご案内の通り2月21日（日）第3分区のＩ

Ｍが、芹澤ガバナー補佐の下、沼津西ＲＣのホス

トで開催されます。また、5月29日（日）には私ど

も沼津西ＲＣの創立25周年記念式典を開催致しま

す。どうぞ皆様ご支援のほど、宜しくお願い申し

上げます。　

　それでは皆様、これから懇親会で御座います。

美味しいお料理とお酒と優雅な演奏で楽しみま

しょう。宜しくお願い致します。

1月のプログラム

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  

2月のプログラム

1174回 12:30
02月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
IM実行委員会

02月11日(木) 祝日休会

1175回 18:30
02月18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実行委員会　

1176回 12:30
02月21日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第3分区IM
沼津西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　時間曜日変更

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

1172 回 27 名 20 名 -   71.42 % 

1170 回 27 名 25 名 0名   92.59 %

●欠席者 (7名)　　

　頴川ゆう子、栗原侑男、本村文一、大沼裕之、

鈴木良則、渡邉勝也、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　芹澤貞治、田村治義、栗原侑男（1/16　地区職

業奉仕セミナー）

●スマイル報告 (本日のスマイル 2,000円)

1.田村治義、2.杉山真一：4クラブ合同例会、宜し

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 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28号
2016年1月18日

◆◆第1172 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

4ｸﾗﾌﾞ合同例会　ﾎｽﾄ沼津柿田川RC

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沼津RC

1月22日(金)→18日(月)　沼津4RC合同例会

＊MU受付 11：30～12：30 沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙにて

②沼津北RC

1月26日(火) 例会変更（1月18日 沼津4RC合同例

会）

2.報告・連絡事項

　ありません。

4ｸﾗﾌﾞ合同例会

　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　開会の挨拶　　　　　

　　　　　　　　　　沼津柿田川RC　梅田欣一会長

　みなさん、こんばんは。沼津柿田川ロータリーク

ラブ、今年度会長の梅田でございます。

　本日は、沼津４クラブ合同例会です。この合同例

会は、例年は10月に開催されておりましたが、今回

は、私の仕事の都合で1月にさせて戴きました。恐

縮です。

　１月の開催ですから、賀詞交歓会の趣旨も含めて

ということで、お互いに親睦を図って戴きたいと存

じます。本年度は、北クラブさんが55周年、西クラ

ブさんが25周年、柿田川クラブが35周年と、周年行

事が重なりました。そして、沼津クラブさんは、来

年度に65周年を迎えられるとのことです。今後とも

4クラブが発展していきますよう祈念致します。

　本日は、宜しくお願い致します。

　芹澤貞治ガバナー補佐の挨拶

　

　　　　田村治義会長の懇親会開会の挨拶

　　　

　清水学沼津北RC会長による乾杯

　　　　　　　　

新入会員の紹介

恒例の手に手つないで

　森藤恵二沼津RC会長の閉会の挨拶
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　さて、1月もあっという間に？残すところ3日と

なり、2月は当クラブにとってまさしくＩＭ月間

となります。急遽、例会終了後実行委員長会議

の開催となりましたが、実施準備確認事項点検

票に基づき、進捗状況の共有化を図りながら消

し込み作業をして行く事が必要かと思われます。

　ところで、ここ2～3ヶ月私共職員が静岡県立

静岡がんセンターにお世話になる事態が発生し

ており、心配しているところですが、「がん」

と「癌」の違いは単に平仮名と漢字という違い

だけでは無いということを初めて知りました。

　「がん」は悪性腫瘍全般で、胃癌や大腸癌な

どと共に、白血病や骨肉腫なども含みますが、

一方の「癌」は胃癌や大腸癌など上皮から発生

したもので、白血病や骨肉腫などの悪性腫瘍は

含みません。

　上皮とは、体表面・消化管・呼吸器の管・尿

管の管などの管腔、腹膜腔や胸膜腔などの体腔

を覆う表面のことです。

　表面を覆う細胞を上皮細胞と言い、胃で言え

ば、胃の粘膜表面から出来た悪性腫瘍を「癌」

と言います。多くは有りませんが、胃の筋肉か

らなる悪性腫瘍である胃肉腫と言う物もありま

す。これは「胃癌」ではなく「胃がん」です。

胃肉腫には「悪性リンパ腫」や「胃平滑筋肉

腫」が有ります。

　以上のように「がん」は悪性腫瘍全体で、

「癌」はその中で上皮から発生したものに限定

されています。

　但し、「がん」の大部分は上皮細胞から発生

した「癌」なので、「がん」＝「癌」としても、

通常はさほど問題は有りません。

2月のプログラム

1174回 12:30
02月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
IM実行委員会

02月11日(木) 祝日休会

1175回 18:30
02月18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実行委員会　

1176回 12:30
02月21日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　静岡第3分区IM
沼津西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　時間曜日変更

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

1173 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1171 回 28 名 21 名 6名   96.43 %

●欠席者 (5名)　　

　久松　但、成田みちよ、尾島康夫、大沼裕之、

重光　純

●他クラブへの出席者

 鈴木博行(1/12 沼津北RC)、重光　純(1/19 沼

津北RC)、鶴田龍聖(1/19 伊豆中央RC)、芹澤貞

治(1/24　第1分区IM)、下原満知子、本村文一

(1/22 沼津RC)、宮島賢次、渡邉亀一(1/23 米山

梅吉記念館)、久松　但(1/28 御殿場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

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29号
2016年1月28日

◆◆第1173 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ｸﾗﾌﾞ協議会⑤上期活動報告　

IMについての報告と確認

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 ●

   一期一会・全員参加のロータリー
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●スマイル報告 (本日のスマイル 22,000円)

1.植松　正、2.下原満知子：誕生日のお祝いあり

がとうございます。

3.田村治義、4.鈴木和憲、5.渡邉勝也：家族の誕

生日のお祝いありがとうございます。

6.田村治義：上期活動報告、よろしくお願いいた

します。

7.杉山真一：本日は、上期活動報告です。各委員

長の皆様、よろしくお願いします。

8.鶴田龍聖：薬害に依る中毒で入院しておりまし

た家内が無事退院できました。ご配慮有難うござ

いました。

9.本村文一：２週連続欠席してしまいました。メ

ークアップします。

10.鈴木良則：新年会と４クラブ合同例会に欠席

しまして、すみませんでした。

11.名古良輔：昨年3月から連続11ヶ月、月100キ

ロ走達成しました。

12.頴川ゆう子：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長泉RC

1月27(水)→30日(土)　米山文庫カルタ大会 MU受

付27日(水) 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。

クラブ協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　

               　　        幹事　杉山　真一 君

　本日のクラブ協議会は、上期活動報告を各委員

長より及び副委員長より発表いただきました。

クラブ管理運営委員会より、プログラムではロー

タリー活動月間に合わせて目的に沿った魅力ある

例会作りに努め出席率の向上と、特別例会の内容

等が発表されました。

 クラブ広報委員会は、重光委員長欠席の為、上

野副委員長より毎週確実に週報を発行したほか、

10月29日の原小学校の生徒との鮒の放流事業が静

岡新聞・沼津朝日に取り上げられたことが報告さ

れました。

 会員増強委員会からは、11月19日の例会と12月

19日のクリスマス家族例会時に友人同伴例会や12

月17日に行われた入会3年未満の会員を対象とし

た講習会の開催した旨の発表がされました。

 奉仕プロジェクト委員会は、社会奉仕の部門で

は栗原委員長より御殿場の東山荘にて行われた奨

学生帰国報告会の参加や鮒の放流事業やクリスマ

ス家族例会時の寄付により車いすの贈呈について

の報告と国際奉仕のベトナム支援活動報告のあと、

IAC小委員会・年次大会の参加や指導者講習会の

開催についての報告が鈴木副委員長よりありまし

た。

 ロータリー財団委員会は、久松委員長欠席の為、

渡邊副委員長より財団への1人150ドル寄付、米山

奨学会への1人16000円寄付についてのフォーラム

や米山奨学生の卓話の実施報告がされました。

 SAAは、例会のスムーズな進行に努め、毎月第1

例会に「ロータリーの目的」の朗読を会員にお願

いした等が発表されました。

 その後、会計の植松君より上期の会計報告がさ

れました。

 最後に、田村会長より総評をいただき、順調に

計画が遂行されていることに感謝の言葉を述べ、

下期も会員皆様の協力をお願いしてクラブ協議会、

上期活動報告を終了しました。

　　

　　　　　　　　協議会の状況




