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　　　　　　　            田村治義 会長 

  今日は。本日はＩＭ実行委員会によりますクラ

ブフォーラムです。いよいよ後17日に迫りました

ＩＭ開催に伴う、諸準備の最終確認段階となりま

した。今一度、夫々の委員会ごと、また委員会相

互で進捗状況をチェックし合い、仕上げて頂きた

いと思います。

　さて、2月は寒さのために更に着物を重ねて着る

ので「衣更着」と言う説が有力であります、陰暦

の「如月」です。

　また本日は「立春」ですが、厳密には立春は2月

4日の1日だけではなく、次の節気の雨水までの期

間を指します。今年の雨水は2月19日なので、その

前日の2月18日までの期間です。立春が2月4日から

2月18日までというのは意外に知られていないので

はないでしょうか。

　立春とは二十四節気の一つで、季節を表す言葉

であり日ですが、旧暦では新年の始まりを指し、

お正月のようなもので、明治時代に暦が改正され

るまでは、正月と立春は重なっており、正月でも

早春や新春と呼ばれることが有ります。

そして、立春の早朝に禅寺では厄除けのため、「

立春大吉」というお札を貼り、厄を遠ざけるとい

う意味をもたらし、一年間平穏無事に過ごせるよ

うに願いを掛ける行事を行います。

　新暦で言うと、2月4日はまだまだ真冬の最中で

すが、あくまでも立春は季節のスタートとして作

られた呼び名です。つまりその年の始まりを表す

言葉として立春という言葉が作られました。暦上

では、冬が終わり春の訪れを告げる頃と言われ、

いよいよ春が近づいて来ますよーと言った意味が

有るのでしょうが、やっぱり2月は1年で1番寒い時

なので、インフルエンザなどに注意して、とにか

くＩＭまでは？頑張りましょう。

　　　　

2月のプログラム

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 13:00
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

3月のプログラム

1177回 12:30
03月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ﾍﾞﾄﾅﾑ支援報告
名古良輔君

1178回 12:30
03月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑧ 
来期活動計画について　ｸﾗﾌﾞ管理
運営委員会　理事会

1179回 18:30
03月14日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ  2ｸﾗﾌﾞ合同例会
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更 

1180回 12:30
03月24日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

03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

1174 回 28 名 25 名 -   89.29 % 

1172 回 27 名 20 名 2名   81.48%

●欠席者 (3名)　　

　神尾栄一、尾島康夫、大沼裕之

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

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30号
2016年2月4日

◆◆第1174 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■クラブフォーラム⑥　ＩＭ実行委員会■

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

● 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 20,000円)

1.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鶴田龍聖：誕生日のお祝いありがとうございます。

  81歳の大台に乗り人生下りを上に生きて行きます。

3.芹澤貞治、4.井上武雄：家族の誕生日のお祝いあ

  りがとうございます。

5.田村治義、6.杉山真一：クラブフォーラム、宜し

  くお願いいたします。

7.芹澤貞治：IMフォーラム、お願いいたします。

8.鈴木良則：IMが近づいてきました。皆で頑張りま

　しょう。

9.鈴木和憲、10.久松　但：所用に付早退させていた

　だきます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC

　2月05日(金)　裁量休会

　MU受付　11：30～12：30　沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙにて

　2月12日(金)→14日(日)　桐陽高校IAC認証伝達式

　MU受付　11：30～12：30　沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙにて

②沼津柿田川RC

　2月08日(月)→　裁量休会　MU受付　11:30～12:30 

③新富士RC

　2月09日(火)　夜間例会　音楽会 

　2月16日(火)→21(日)　静岡第3分区IM

④富士山吉原RC

　2月11日(木)　祝日休会　MUは行いません。

　2月18日(木)→21日(日)の静岡第3分区IM

　MU受付　11:30～12:30　ﾎﾜｲﾄﾊﾟﾚｽﾌﾛﾝﾄにて

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2/11(木)は、祝日休会です。

理 事 会 報 告

1.報告事項

①車いすの贈呈式について

　ソーシャルケアには車いすを届けるのみで、贈呈

　式は行わない。

　沼津のぞみの里には加藤学園と日程を打ち合わせ

　の上、贈呈式を行う。日程は加藤学園からの連絡 

　待ち。

②沼津市長を囲む会(2/7)へのお誘いあり。田村会長

　が出席予定。

2.協議事項

①3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

②3・4月の座席の件　SAA本村文一君

　現座席と人がなるべく重ならないように決めた。

　⇒承認

③2月14日に行われる沼津RCの桐陽高校IAC認証状伝

　達式参加について

　会長・幹事・IAC委員長に招待来る。3名出席予定。

　祝儀は前例に従い処理する。⇒承認

④事務所の電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更について

　メールアドレス　numawestrc@gmail.com　を取得。

　電話番号は現在手続き中⇒承認

⑤2クラブ合同例会の会費について

　沼津柿田川RCより会費は1名8,000円との連絡あり。

　当クラブ会費は１名6,000円とし不足分はクラブ管

　理運営委員会の予算で補充する。予算書は後日提

　出する。⇒承認

⑥地区補助金の募集について

　4月27日までに提出する。⇒承認

⑦IMの広報について

　沼津市役所に報道依頼する。沼津朝日と静岡新聞。

　⇒承認

クラブフォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　　

               ＩＭ実行委員長　井上　武雄 君

　

  2月21日（日）開催のIMについて、各委員会等に当

日のスケジュールの説明と今後の対応について話し

合いを行いました。

　当日の集合時間は会員9:00、同夫人11:00とし、最

終確認とリハーサルを行う。リハーサルについては、

全員で行う。当日は各委員会ごとに会場設営、備品、

表示および案内看板等のチェックを行う。

　今後の日程については、18日(木)例会にて、式典、

懇親会のリハーサルを行う。修正内容が有れば、当

日改善案を出し修正する。

　19日(金)、IMリハーサル内容修正等に基づき2度目

の全体リハーサルを行う、18日リハーサル内容判断

にてOKなら、21日リハーサルのみとして、19日のリ

ハーサルは中止とする。

　各委員会ごとに詳細、担当の説明をしていただ

き、2月12日(金)ニューウェルサンピア沼津香貫会

場にて18:30より委員長会合開催し、最終報告と内

容確認をして当日の開催の体制を万全なものにし

ようと、話し合いと説明が出来たフォーラムに

なったと思います。皆様、よろしくお願いします。



1

　　　　　　　            田村治義 会長 

　本日は、いよいよ明々後日となりましたＩＭ開

催に伴うリハーサル日です。

　全員がＩＭ実行委員で御座いますので、今まで

積み上げて来ました諸準備、役割分担及び当日の

タイムスケジュールを、リハーサルを通して最終

確認・チェック宜しくお願い致します。

　さて、14日にホテル沼津キャッスルで開催され

ました、沼津ロータリークラブ提唱の学校法人沼

津学園桐陽高等学校インターアクトクラブ認証状

伝達式に、芹澤ガバナー補佐他3名で出席して参り

ました。

　沼津市長や地区ガバナー・幹事も出席して頂き、

インターアクト会員による記念発表会では、生徒

の意識の高さを感じました。

　今後の活動が期待されるインターアクトクラブ

になると思います。

　話は変わりますが、私共ホテル業界ではインバ

ウンド需要の急伸に伴う対応・対策の講習会やセ

ミナーが多くなりました。

　その中で、中国人観光客の爆買いや、マナー違

反、いつまで続くのかと言う話題が出て来ます。

爆買いをする理由として、①頼まれて買って帰る

分。②面子を保つために配るお土産。③自分の為

に買うお土産。の3種類が有りますが、全て同じも

のを購入してしまうから爆買いになると言う説が

有ります。中国人のお土産は、日本人の感覚とは

異なり、日本人なら日頃お世話になっている人に

渡すところを、中国人はこの先の人間関係を築く

ためにお土産を利用するようです。

　また、中国ではパソコンよりスマホの方が普及

していて、「これを買うべき」と言うような情報

を在日中国人が発信すると、それが人気商品とし

て良く売れるようになる。それを複数購入するか

ら爆買いと言う形になってしまうとのことです。

　この爆買いは続くが中身は変わって行く可能性

が有ると言われています。いくら日本に来る中国

人の数が増えていると言っても、まだ中国全体の

人口から考えると、ほんの一部にすぎません。そ

のため、団体旅行で初めて日本を訪れる中国人が、

お決まりの形で旅行を楽しんで帰るとしたら、爆

買いは続くと言われます。しかし、徐々に個人旅

行で日本を訪れる中国人が増え、団体旅行では味

わえない日本を味わって帰るようになると、爆買

いの中身も変わっていく可能性が有るとのことで

す。

　　　

2月のプログラム

1176回 13:00
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

3月のプログラム

1177回 12:30
03月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ﾍﾞﾄﾅﾑ支援報告
名古良輔君

1178回 12:30
03月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑧ 
来期活動計画について　ｸﾗﾌﾞ管理
運営委員会　理事会

1179回 18:30
03月14日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ  2ｸﾗﾌﾞ合同例会
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更 

1180回 12:30
03月24日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

03月31日(木) 裁量休会

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

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31号
2016年2月18日

◆◆第1175 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■クラブフォーラム⑦ 　ＩＭ実行委員会■

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

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー
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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

1175 回 28 名 27 名 -   96.43 % 

1173 回 28 名 23 名 3名   92.86 %

●欠席者 (1名)　　

　鈴木義則

●他クラブへの出席者

　本村文一、重光　純、成田みちよ（2/5 沼津RC） 

　成田みちよ(2/8 沼津柿田川RC、2/12 沼津RC)

　芹澤貞治、鈴木博行、田村治義、杉山真一  

 （2/14 沼津RCIAC認証状伝達式）

●スマイル報告 (本日のスマイル 22,118円)

1.宮島賢次、2.頴川ゆう子：入会記念日のお祝いあ

  りがとうございます。

3.芹澤貞治：いよいよIMが近づきました。準備万端

  で、皆さんをお迎えしたいと思います。本日は、

  会員の皆様、御苦労様です。

4.田村治義、5.杉山真一、6.成田みちよ、7.頴川ゆ

　う子、8.下原満知子、9.鈴木和憲：本日は、IM実

　行委員会の皆様、リハーサルを宜しくお願いしま

　す。

10.鶴田龍聖：息子住職が600日の目の修業を無事終

  え、帰って参りました、一安心です。

11.芹澤和子：女子一同のバレンタインのチョコレー

  トプレゼントです。ホワイトディーに期待して…

12.名古良輔、13.鈴木博行：女性会員の皆様、チョ

   コレートありがとうございます。

14.名古良輔：B.Cテーブル会の残金です。

15.女子一同：女子バレンタインプレゼント代残金で

　す。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC

　2月19日(金)→21日(日)　静岡第３分区IM

　MU受付　11：30～12：30　沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙにて

②富士宮RC

　2月19日(金)→21日(日)　静岡第３分区IM

　

2.報告・連絡事項

①3月14日(月)の2クラブ合同例会の出欠席をご記入

　ください。

②ロータリー手帳の注文の有無をご記入ください。

クラブフォーラム

ＩＭ実行委員長　井上　武雄 君

　H28年2月21日開催IMについて、リハーサルを実施

しました。式典委員会、講演会、懇親会の順に司会

者より進行内容を会員の皆様に伝えました。

　司会内容については、名称の誤りの修正・進行時

の順番の変更・内容の修正等、意見を頂き改正しま

した。

　各委員会ごとに当日の担当者の役割分担説明と詳

細な指示、看板の内容説明が報告されました。

　芹澤ガバナー補佐より、開催についての注意事項

の指導を頂き、各委員会ごとに、チェックと確認を

行うことができました。

　当日は、最終確認として、会場の設置物、表示物

、レイアウト、ロケーションを確認して、万全なる

準備のできるように全員でチェック内容を把握し、

全体リハーサルのフォーラムを開催する事が出来ま

した。

頴川（　３　） 井上（　④　） 伊縫（休会） 神尾（　３　） 宮口（　④　）

本村（２，２） 尾島（　３　） 大沼（　２　）

重光（２，２） 杉山（　④　）

土屋（　④　） 植松（　④　） 上野（④）＋１

-------------------------1月分出席一覧 -----------------------

久松（３，１) 栗原(３，１)

宮島（④）+１ 室伏(　④　) 名古(　④　) 成田(３，１)

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

鈴木良(　２　) 田村（④）+１ 鶴田(３，１) 渡邉勝(　２　)

渡邉亀(２，１) 例会出席％　　　80 . 91 　% 地区報告％　　90 . 91　　%

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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   歓迎の言葉  田村治義 会長　　　

皆様、今日は。2015～2016年度静岡第3分区イ

ンターシティミーティングホストクラブ役を担当

いたします、沼津西ロータリークラブ会長の田村

で御座います。クラブを代表いたしまして、歓迎

のご挨拶を申し上げます。

　先ず以て、公私ともご多忙の中を、沼津市長や

ガバナーを始めとするご来賓の皆様、分区内各ク

ラブの皆様には、愛鷹山の麓「ニューウェルサン

ピア沼津」に、このように多くのご参加を賜り深

く感謝申し上げると共に、心より歓迎申し上げま

す。

　

  余談ですが、来月の19日には当会場の直ぐ南側

の東名愛鷹パーキングエリアに全方向利用可能の

スマートインターチェンジが開通となります。富

士・富士宮地区の皆様にはメイク等でご来場の際、

交通の便が良くなりますので宜しくお願い致しま

す。

　さて、ご案内のように私共のクラブは今年創立

25周年を迎える、分区内で1番若く又、会員数も29

名と小さなクラブで御座います。

　昨年2月22日、新富士ロータリークラブさんから

バトンを受けまして、丁度1年が経過し本日を迎え

た所で御座いますが、この間、芹澤ガバナー補佐

の下、ＩＭの目的で有ります、クラブ並びに会員

相互の研鑚と情報交換及び親睦を深める為の準備

を進めて参りました。本日は、少しでもその目的

に近づけますよう務めさせて頂きますが、会場設

営や運営に不行き届きの点が多々有るかと存じま

すがその際は、ロータリーの友情に免じてお許し

頂ければと思います。

　結びに、本日ご参加を頂いた全ての皆様に改め

て御礼を申し上げまして歓迎のご挨拶と致します。

3月のプログラム

1177回 12:30
03月03日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ﾍﾞﾄﾅﾑ支援報告
名古良輔君

1178回 12:30
03月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑧ 
来期活動計画について　ｸﾗﾌﾞ管理
運営委員会　理事会

1179回 18:30
03月14日(月)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ  2ｸﾗﾌﾞ合同例会
沼津柿田川RC 移動例会　曜日変更 

1180回 12:30
03月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

03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

1176 回 28 名 28 名 -   100.0 % 

1174 回 28 名 25 名 0名   89.29 %

●欠席者 (0名)　　

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

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32号
2016年2月21日

◆◆第1176 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 静岡第３分区ＩＭ　沼津西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

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー
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●他クラブへの出席者

　成田みちよ(2/19　沼津RC)

　芹澤貞治（2/20　第2分区IM）

●スマイル報告（本日のスマイル　0円）

　ありません。

静岡第３分区ＩＭ

　　　　　　　　　　　　　　　　

開会の挨拶　井上武雄 IM実行委員長

芹澤貞治 静岡第３分区ガバナー補佐

来賓祝辞　野口英一 RI第2620地区ガバナー

前島正容 次期静岡第３分区ガバナー補佐 

記念講演「夢と絆」　蓮池　薫氏

アトラクション　飛龍高校和太鼓部

アトラクション　幇間　桜川米七師匠

手に手つないで

沼津西RC会員一同




