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　　　　　　　            田村治義 会長 

　2月21日の第3分区インターシティミーティング、

お疲れ様でした。他クラブの皆様方からも「良い

ＩＭだった」とのお声を頂いております。芹澤ガ

バナー補佐、心身共に本当にお疲れ様でした。

　次は直ぐに、5月29日の創立25周年記念式典・講

演・祝賀会の準備が待っております。

既に立ち上げて有ります実行委員会組織表につい

て、若干の変更調整が必要となりますが委員長・

副委員長会議及び各委員会会議を、速やかに且つ

効率的に開催し、「一期一会・全員参加のロータ

リー」のもと、20周年の分も含めて周年事業を成

功させましょう。

　さて、本日は奉仕プロジェクト委員会主管によ

ります、名古先生のベトナム支援報告です。昨年8

月の野口ガバナー公式訪問時、会長・幹事打合せ

で褒めて頂いた、特筆すべき人道的奉仕です。敬

意を持って拝聴したいと思います。

　次にお願いがございます。今年度の10項目の地

区目標の中、第2のロータリークラブ・セントラル

の利用率が当クラブは達成出来ておりません。

MyROTARYへのアカウント登録を、少なくとも全ク

ラブ員の50％以上の皆さんに完了して頂きたいと

思います。

　様々なロータリー情報を見ることが出来ますし、

マイロータリーのフォーラムでのディスカッショ

ンに参加出来ます。

　もう一つ、これは急なお願いで恐縮ですが、平

成27年度沼津市スポーツ祭少年団の部兼第1回沼津

西ロータリークラブ杯少年サッカー大会表彰式

（閉会式）が、3月5日（今週土曜日）午後4時30分

から、愛鷹多目的競技場内会議室に於いて実施さ

れますので、出席出来ます方は宜しくお願い致し

ます。

　これは25周年記念事業として、地区補助金を使

わせて頂き、今回初めての事業です。

 　■芹澤 和子君■　　　   ■鈴木 良則君■

ポールハリスフェロー表彰       ベネファクター表彰

3月のプログラム

1178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
来期活動計画について 
クラブ管理運営委員会 理事会⑩

1179回 18:30
03月14日(月)

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ２クラブ合同例会 
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 
奉仕プロジェクト委員会

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

1177 回 28名 24名 -   85.71% 

1175 回 28名 27名 0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

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33号
2016年03月03日

◆◆第1177 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ ベトナムへの支援報告 名古良輔君 ■

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

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー



2

●欠席者 (4名)　　

井上武雄、神尾栄一、栗原侑男、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

 宮島賢次（2/28　地区チーム研修セミナー）

 芹澤貞治（2/28　意義ある業績賞）

●スマイル報告 (本日のスマイル 19,000円)

1.芹澤和子：誕生日のお祝い有難うございます。

2.植松　正：入会記念日のお祝い有難うございます。

3.芹澤貞治：IM協力有難うございました。色々な方 

　より、お礼のメールを頂きました。無事終わりほ

　っとしております。

4.芹澤和子：ポールハリスフェロー、有難うござい

　ました。感謝します。

5.鈴木良則：ベネファクター表彰有難うございます。

6.田村治義、7.杉山真一、8.本村文一、9.鈴木和憲、

10.成田みちよ：名古さん、ベトナム支援報告宜しく 

　お願いします。

11.名古良輔：2月も100Km走しり去年3月から12ヶ月

　連続目標達成しました。

12.鶴田龍聖：先日のバレンタインデーに対しメンバ

　ーの淑女方の心遣いに感謝します。皆様の更なる

　ご活躍を祈ります。

13.下原満知子、14.頴川ゆう子：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

ございません。

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

　及び協議資料の提出をお願いします。

②3月のレートは、1ドル＝116円です。

「ベトナム枯葉剤被害者支援の旅 2015」

　　　　　　　　　　　　　　　　

               　　             名古良輔君

　ベトナム枯葉剤被害者支援の旅の報告をします。

2015年10月22日から26日まで、ハノイからバスで

一時間半ほどのバクザン省を中心に活動しました。

　今日は、これまでとは違った視点からお話をし

ます。これまでは被害者であるベトナムの人々の

現状を報告してきましたが、被害者はベトナムの

人々に限られているわけではないのです。枯葉剤

は選択的にベトナム人の上にだけ降り注がれたわ

けではないからです。

　その点を見つめたのが、5年前にNHKで放映され

た、NHKスペシャル「枯葉剤の傷痕を見つめて　ア

メリカ・ベトナム次世代からの問いかけ」という

番組です。番組ではベトナムへ従軍した父を持つ、

先天的障害を持って生まれたヘザー・バウワーさ

んが自分の人生を振り返えるとともに、ベトナム

へ旅をし、同じような障害を持って次々と生まれ

てくるベトナムの人々と対話を重ねるのです。

　最後の部分では、母親であるモナ・エドワーズ

さんが障害を持って生まれた娘ジーナさんの短く

も過酷な生涯を回想します。そしてモナさんは強

い怒りを持って、枯葉剤の散布を決定した責任者

を断罪するのです。I get so angry about it. 

彼らは私の娘の人生を、そして私の人生をも破壊

したのだ、と強い怒りを持って何度も彼女は 

angry と叫ぶのです。

　母親であるエドワーズさんの怒りに共感するの

です。こうした公憤は、虐げられた人々が社会に

発する怒りは、社会を良くするために、とても大

切だと私は思うのです。

　私たちは連帯しなければなりません。二度と同

じ悲劇を繰り返してはならないからです。ベトナ

ム、アメリカ、そして日本。様々な立場がありま

すが、結局犠牲になるのは平凡な市民であること

は歴史が証明しています。我々の子ども達、孫達

が、このような被害者になることを、何としても

阻止しなければなりません。そのためにこそ、私

たちは連帯しなければならないのです。　
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　　　　　　　            田村治義 会長 

　

本日はクラブ管理運営委員会によります、クラブ

フォーラム「来期活動計画について」です。宜し

くお願いします。

　さて、昨年12月のクリスマス例会で、皆様から

お寄せ頂いた募金で施設に車椅子を贈呈するプロ

グラムにつきまして、大変遅くなりましたが、3月

3日に１つ目の贈呈先で有ります裾野市の㈱ソーシ

ャルケアすずなデイサービスに、杉山幹事・芹澤

和子理事と共に赴き、車椅子2台を贈呈して参りま

した。

　2つ目は社会福祉法人輝望会沼津のぞみの里です

が、加藤学園高等学校インターアクトクラブとの

スケジュール調整がやっと整い、3月16日14時30分

と決定致しました。

　

　次に、前回の例会でご案内致しました25周年記

念事業として、地区補助金を利用して開催しまし

た第1回沼津西ロータリークラブ杯少年サッカー大

会の表彰式（閉会式）が、3月5日午後4時30分から

愛鷹多目的競技場内会議室に於いて行われ、杉山

幹事・名古副会長と共に出席して参りました。

　Ｕ9～Ｕ12の部までの4カテゴリー、優勝から第3

位（3位は2チーム）までの総勢16チーム228名の選

手と父兄の皆さん大勢にお集まり頂きました。会

議室が一杯となって用意した椅子が足りず父兄の

皆さんは立見状態でした。

　表彰された各チームの名前は沼津西ロータリー

クラブのホームページにアップされていますし、

お手元にお配りの沼津朝日新聞報道記事のコピー

をお配りしましたのでご覧下さい。

　明日はご案内のように、平成23年3月11日14時46

分頃仙台市の東方70㎞の三陸沖で、最終確定値マ

グニチュード9.0と言う日本の観測史上最大規模の

地震が起き、東北から関東にかけての東日本一帯

に甚大な被害をもたらし、死者15894人行方不明者

2563人負傷者6152人、震災被害のみの被害総額16

～25兆円と言われ、戦後史の国民生活に深い爪痕

を残し続けている東日本大震災から5年を経過する

節目の日となります。

一日も早い復旧・復興をお祈りしたいと思います。

3月のプログラム

1179回 18:30
03月14日(月)

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞホテル2クラブ合同例会 
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 
奉仕プロジェクト委員会　

03月31日(木) 裁量休会

4月のプログラム

1181回 12:30
04月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告 次期
会長幹事 理事会⑪

1182回 18:30
04月12日(火)

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 2クラブ合同例会 
沼津北RC 移動例会 曜日変更 時間
変更

1183回 18:30
04月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑨ クラブ広報委員会 夜間例会

1184回 12:30
04月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 
次期会長幹事新会員

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

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34号
2016年3月10日

◆◆第1178 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■クラブフォーラム⑧来季活動計画について ■

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

1178 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1176 回 28 名 28 名 0名   100.0 %

●欠席者 (5名)　　

　久松　但、室伏 博子、尾島 康夫、下原 満知子、

  渡邉 勝也

●他クラブへの出席者

　芹澤貞治(3/6　第4分区IM)

　名古良輔、植松 正(3/6 地区補助金セミナー)

　久松 但(3/8　沼津北RC)

●スマイル報告 (本日のスマイル 26,020円)

1.鈴木和憲：入会記念日のお祝いありがとうござ

います。

2.田村治義：クラブ管理運営委員会宜しくお願い

いたします。

3.杉山真一：名古さん、クラブフォーラム、宜し

くお願いします。

4.名古良輔：ベトナム写真展パンフレット職場へ

の掲示をお願いいたします。

5.IM実行委員会：IMお疲れ様でした。

6.芹澤和子、7.成田みちよ、8.頴川ゆう子：クラ

ブ男子の皆様、ホワイトディーのプレゼント、あ

りがとうございます。

8.鈴木良則：2クラブ合同例会は、欠席させて頂き

ます。

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富士宮ＲＣ　

3月14日（月）→12日（土)・13日（日）　近江八

幡交歓例会

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、3/14(月)に例会日変更で、沼津リバー

サイドホテルにて18:30より、2クラブ合同例会で

す。

理事会報告

1, 報告事項

・車いすの贈呈式について

　3月3日(木)に会長・幹事・芹澤理事とソーシャ

ルケアには車いすを届け済み。

　沼津のぞみの里には加藤学園と日程を打ち合わ

せの上、3月16日(水)に贈呈式を行う。

　加藤学園IACも参加予定・広報委員会より新聞へ

の広報取材依頼済み。

・3月5日(土)に、25周年記念事業のカップ・メダ

ルの贈呈式を会長・副会長・幹事で行ってきまし

た。

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月21日に行われるPETSの参加費と交通費につい

て

次期会長・幹事が参加。参加費と交通費実費の支

出をする。⇒承認

③4月23日に2016-2017年度の第1回会長・幹事会の

参加費について

次期会長・幹事が参加。参加費と交通費実費の支

出をする。⇒承認

④事務所の電話番号・メールアドレスの変更につ

いて

住所 沼津市宮本80-27 ニューウェルサンピア沼津

内

メールアドレス　numawestrc@gmail.com　を取得

で決定済み。

電話番号は055-961-2050（久松会計事務所内）

FAXは 055-961-2600（久松会計事務所内）⇒承認

⑤2クラブ（沼津北RC）合同例会の会費について

当クラブの会費は１名6,000円とし、不足分・事務

局員参加費はクラブ管理運営委員の予算で補充す

る。

会場　沼津リバーサイドホテル ⇒承認

⑥千本浜海岸清掃の日程・予算について

アンケートの結果、4月24日に決定。⇒承認

⑦千本浜海岸清掃の広報について

広報委員会より沼津市役所に報道依頼する。沼津

朝日と静岡新聞。⇒承認
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クラブフォーラム

　　　クラブ管理運営委員長　名古良輔 君

　今回のクラブフォーラムでは、1・2月のテーブ

ル会で皆さんに検討して頂いた、次年度からも夜

間例会を継続するかどうかについて、ご意見を伺

いました。

　このような機会を持ったのは、以下の三点から

再考が必要だと感じているからです。

　第一点は安全性の問題です。会員の高齢化も進

み夜間例会出席のために車を運転し事故を招いて

はいけない、という思いです。

　クラブの定款・細則を見る限り、例会は木曜日

の12時半から開催される、という記載しかありま

せん。クラブが創立された当時、会員間の懇親を

深める意味で第3例会を夜間例会としたという経緯

を、創立時の幹事であった鈴木博行さんからご説

明をいただき納得しました。クラブも創立25周年

を迎え、創立当時とは状況も異なる上、例会場が

変わったことなどを勘案すると、例会場までは車

の運転が必須であることから、車の運転の危険な

夜間を避け昼間に変更する必要が高まっています。

　第2点として、夜間例会の出席率の悪さが挙げら

れます。1年間の出席率を調べてみると、現実的に

夜間例会の出席率は全体の出席率よりも5パーセン

トほど低くなっています。可能な限り多くの会員

が出席できるような時間帯を考慮する必要があり

ます。

　第3点として、現在我がクラブでは2ヶ月に1度

テーブル会が開催され、さらに新年会、お花見例

会、納涼例会、そしてクリスマス例会、さらには

合同例会など、懇親を深める機会は十分にあり、

ことさら夜間例会を設ける必要も以前ほどは無く

なっています。

　以上の3点を説明した上で、夜間例会を昼間の例

会に移行することについて皆さんの意見を伺いま

した。

　結論として、3・4月のテーブル会でもう一度こ

の件に関し皆さんで検討していただく。3月中に皆

さんにアンケートを実施する。その結果を考慮し、

理事会にて最終的な結論を出す、ということにな

りました。

桜開花前線 in 2016

地点 開花日 満開日

静岡県 3月24日 4月2日

日本人の大半が楽しみにしている桜の開花。

　冬が暖かければ桜も早く咲くのでは？と思いがち

ですが、実は暖冬の方が桜の開花が遅れてしまう可

能性が有る事をご存じでしょうか。

　桜は春に咲いた後、来年咲くための準備として芽

を作り、秋から冬にかけて眠ります。

この眠りが「休眠」と呼ばれるもの。

そして桜の目覚めを「休眠打破」と呼びます。

　休眠打破をする為に一番大切なのは温度差です。

しっかり冬が寒く、暖かい春を迎えなければ桜は目

覚める事が出来ません。

　昨年の11月～1月半ばにかけ気温の高い日が続き、

記録的な暖冬となりました。本年1月末以降、気温の

高い日も多くみられ、この先もかなりの高温傾向と

なる見込みのため、平年よりも早い開花が期待出来

そうです。（あくまでも、予想です。あしからず）

頴川（　③　） 井上（　③　） 伊縫（休会） 神尾（　２　） 宮口（　③　）

本村（　③　） 尾島（　２　） 大沼（　２　）

重光（　③　）

土屋（　③　） 植松（　③　） 上野（　③　）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

久松（　③　) 栗原(　③　)

宮島（③）+１ 室伏(　③　) 名古(　③　) 成田(③)+３

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

鈴木良(　２　) 田村（③）+１ 鶴田(　③　) 渡邉勝(　③　)

渡邉亀(　③　) 例会出席％　　　95 . 24 　% 地区報告％　　95 . 24　　%

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

　　　　　　

　皆様今晩は。今宵の2クラブ合同例会は、沼津柿

田川ロータリークラブさんが、企画・設営・進行

を担当して頂いております。感謝申し上げますと

共に、よろしくお願い申し上げます。

　ご案内のように、この合同例会は平成11年から

交互にホストクラブとなって開催され、今回で18

回目を迎えております。

　私は、平成24年1月の入会でしたので、入会の翌

月の2月20日にフーディアムビル6Ｆ（昔の沼津軒

）で開催されました、第14回目から参加させて頂

いておりますが、沼津柿田川ロータリークラブさ

んとは、山梨や浜松など遠方で開催される地区大

会等に出席する際お互いにバスをチャーターし合

いながら、ご一緒させて頂いており、会員相互の

親睦や情報交換を重ねて来ております。

　沼津ロータリークラブをスポンサーとした流れ

を汲む、言わば一門の関係で御座いますので、今

後ともこの合同例会が継続・発展していくことを

祈念いたします。

　最後になってしまいましたが、2月21日に私共の

クラブがホストクラブとして開催致しました、第3

分区インターシティミーティングにご出席・ご協

力を賜り、誠に有り難う御座いました。

　9クラブ260名余の皆様にお集まり頂きましたが、

狭い式典・講演会場や、体育館へ移動しての懇親

会など、何かとご不便をお掛けし、不行き届きな

点が多々有ったかと思いますが、ロータリーの友

情に免じて、お許し願いたいと思います。

　また、5月29日には沼津西ロータリークラブ創立

25周年記念式典を予定しておりますので、会長・

幹事様には引き続き、ご支援ご協力の程、お願い

申し上げまして、例会の閉会挨拶とさせて頂きま

す。

3月のプログラム

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 
奉仕プロジェクト委員会　

03月31日(木) 裁量休会

4月のプログラム

1181回 12:30
04月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS報告 次期
会長幹事 理事会⑪

1182回 18:30
04月12日(火)

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 2クラブ合同例会
沼津北RC 移動例会 曜日/時間変更

1183回 18:30
04月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑨ クラブ広報委員会 夜間例会

1184回 12:30
04月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 
次期会長幹事新会員

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

1179 回 28 名 21 名 -   75.00 % 

1177 回 28 名 24 名 0名   85.71 %

●欠席者 (7名)　　

　栗原侑男、宮口雅仁、本村文一、大沼裕之、 

　重光　純、鈴木良則、渡邉亀一

 ●他クラブへの出席者

　重光　純（3/14　沼津柿田川RC）

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

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35号
2016年3月14日

◆◆第1179 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■２クラブ合同例会 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

● 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 12,340円)

1.大石昭裕様（沼津柿田川RC）：本日は、宜しくお

願いします。

2.田村治義、3.杉山真一、4.名古良輔、5.上野祥行、

6.鈴木和憲、7.成田みちよ：沼津柿田川ロータリー

クラブの皆様、本日は、宜しくお願いいたします。

8.渡邉勝也：2回連続で欠席しまして、申し訳ござい

ません。

9.室伏博子：義母の転倒、頭部強打で大変でしたが、

今日無事に参加でき、感謝です。沼津柿田川RCの皆

様、どうぞ、宜しくお願い致します。

10.沼津西RC男性会員：ホワイトデー残金のスマイル

です。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①新富士RC

　3月15日(火)　振替休会

　3月22日(火)　特別休会

②長泉RC

　3月16日(水)　夜間例会（サインのみMU受付：　

　　　　　　　　　　　　　　11:30～12:30）

③富士RC

　3月16日(水)　夜間例会　宮下記念館

④富士山吉原RC

　3月17日(木)　富士山吉原RC奨学会激励会

　　　　　　  点鐘18:00　於：ホワイトパレス

　　　　　　　MUはﾎﾜｲﾄﾊﾟﾚｽ ﾌﾛﾝﾄ 11:30～12:30

2.報告・連絡事項

①次週24日は、IAC活動報告です。エコキャップが

ありましたら、ご持参ください。

２クラブ合同例会 沼津柿田川ＲＣ

   沼津柿田川RC 梅田欣一会長挨拶

　本日は、恒例の沼津西クラブと沼津柿田川クラブ

の合同例会です。

　西クラブの皆さん、2月21日のＩＭは大変素晴らし

い会でした。お疲れ様でした。

　柿田川クラブも再来年度はＩＭを担当しますので、

是非参考にさせていただきます。

　柿田川クラブでは本年度は、35周年もございまし

たが、大きな行事はこれで終わりです。

　これに対して、西クラブでは、本年度はガバナー

補佐を輩出している年度だということ、また5月には

25周年も控えているとういうことで、まだまだ大変

なことと存じます。

　芹澤ガバナー補佐、田村会長はじめ、西クラブの

皆さん、健康に気をつけて最後まで乗り切って下さ

い。

　なお、本日西クラブの皆さんにもお配りした

「柿田川を守ろう」のＣＤは、柿田川クラブの継続

事業で清水町の小学校の卒業生に配布しているもの

です。今回は4回目ですが、前田さんの会社で保有す

るドローンで撮影した映像などもあり、とても感動

する内容となっておりますので、是非御覧になって

ください。

　この合同例会は、知った顔の多い内々の会ですの

で、皆さん是非楽しんで親睦を深めましょう。

本日は、宜しくお願い致します。
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　　　　　　　            田村治義 会長 

　

　加藤学園高等学校インターアクトクラブ顧問の

松本英教先生、そして椿志野会長、遠藤恵理副会

長ようこそいらっしゃいました。

本日は奉仕プロジェクト委員会担当によりますイ

ンターアクトクラブ活動報告です。

ＩＡＣ担当の鈴木委員長・室伏副委員長、インタ

ーアクトクラブの皆さん、宜しくお願い致します。

　

　さて、前々回の例会でご案内しましたように、

先週16日（水）14時30分から、沼津市西椎路の社

会福祉法人輝望会沼津のぞみの里に於いて、イン

ターアクトクラブの皆さん11名のご参加と、杉山

幹事・室伏副委員長立ち会いのもと、車椅子4台の

贈呈をして参りました。当日は、重光クラブ広報

委員長のご手配により、静岡新聞社と沼津朝日新

聞社の取材が有りまして、各テーブルにお配りさ

せて頂きましたような記事となっております。

　インターアクトクラブの皆さんは、障害者支援

施設見学のほかに、池谷修施設長から約20分、法

人の理念・概要・歩み・活動内容等についての講

義を受けました。

　車椅子の贈呈を通して「ハンデイを持つ人たち

を理解し、支え合い、共に生きる社会の実現」を

目指すことが大切だと思われたことでしょう。

後ほど、一年間の活動報告をして頂く事になって

おりますが、今年は何と言っても、11月22日に加

藤学園高等学校を舞台に開催されました、私ども

スポンサークラブにとっても初めての、第2620地

区インターアクト指導者講習会が、一番ご苦労を

された思い出に残る活動で有ったかと思います。

　また、8月1日～2日に山梨で開催された第42回年

次大会は、三島ロータリークラブと協議して、バ

スをチャーターしての合同参加と言う、初めての

試みでした。どのような活動報告を頂けるか、楽

しみで御座います。

４月のプログラム

1181回 12:30
04月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 PETS報告 
次期会長幹事 理事会⑪

1182回 18:30
04月12日(火)

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 2クラブ合同例会 
沼津北RC 移動例会 曜日/時間変更

1183回 18:30
04月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑨ 
クラブ広報委員会 夜間例会

1184回 12:30
04月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 地区協議会報告 
次期会長幹事新会員

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

1180 回 27名 22名 -   81.48 % 

1178 回 28名 23名 1名   85.71 %

●ゲスト

1.松本英教様：加藤学園ＩＡＣ顧問

2.椿 志野様：加藤学園ＩＡＣ 会長

3.遠藤恵里様：加藤学園ＩＡＣ副会長

●ビジター

1.大野数芳様：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 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

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36号
2016年3月24日

◆◆第1180 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■インターアクトクラブ活動報告 ■

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 055-961-2050
       　　●FAX 055-961-2600
　　E-mail ●numawestrc@gmail.com

● クラブテーマ ●

   一期一会・全員参加のロータリー
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●欠席者 (5名)　　

　井上武雄、成田みちよ、重光　純、鶴田龍聖、

　渡邉勝也　

●他クラブへの出席者

　名古良輔、土屋昌之（3/21　PETS)

　重光　純(3/22　沼津北RC)　

●スマイル報告 (本日のスマイル 10,000円)

1.大野数芳様（沼津北RC）：久し振りです。宜敷く。

2.尾島康夫：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： 

　奉仕プロジェクト委員会、加藤学園インターアク

　トクラブの皆様、本日は、宜しくお願いします。

6.下原満知子：所用につき、早退させて頂きます。

7.久松　但：遅れてすみませんが、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RC　

　3月28日(月)　夜間例会 サインのみＭＵ受付有

②富士宮RC

　3月28日(月)　観桜例会　

　於：富士宮ゴルフクラブレストラン

③長泉RC

　3月30日(水)　移動例会(MU　11:30～12:30）

④富士RC　

　3月30日(水)　花見例会　岩本山公園

⑤富士山吉原RC　

　3月31日(木)　特別休会

　MUはホワイトパレス フロント　11:30～12:30

2.報告・連絡事項

①次週31日(木)は、裁量休会です。

②次々週の4月7日は、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。

③4月12日（火）の2クラブ合同例会と、24日(日)

　の千本浜清掃の出欠席をご記入ください。

インターアクトクラブ活動報告

 

　まず、3年生が在籍中の活動として、盲導犬の普及

のための募金、社会福祉施設「友愛ホーム」への訪

問が行われました。この２つは大変良い活動ですが、

１年生が入部してからは１度も実施されていないの

で、是非機会をつくりたいと思います。また、５月

には沼津西ロータリークラブの皆様と海岸清掃をさ

せていただき、継続的に活動していく必要性を感じ

ました。６月には暁野祭(本校文化祭)にて、盲導犬

のデモンストレーションやエコキャップを使ったキ

ャップアートなどの企画を計画し、実行しました。

新しいことに挑戦することになりましたが、１年生

の意欲的な姿勢もあり成功させることができました。

せっかくの盲導犬の企画に参加者が少なかったのが

残念だったので、今回はしっかり宣伝や告知をして

臨みたいと思います。

　２年生の代になってからは８月に山梨県立甲府城

西高校をホスト校として行われた年次大会に参加し

、毎年恒例となっている24時間テレビの募金活動を

行いました。年次大会では様々な活動を通じて、多

くのことを感じることができ、他校の生徒さん達と

の交流も持て、有意義な時間を過ごすことができま

した。インターアクトクラブの活動は募金や清掃と

いったものだけでなく、いろんな人達との交流にも

繋がっていると実感し、インターアクトに入って良

かったと思うことが沢山ありました。

　そして何といっても、「国際ロータリー第2620地

区2015～2016年度インターアクト指導者講習会」を

加藤学園をホスト校として開催したことが一番の思

い出となりました。全てをゼロから立ち上げて準備

していくというのは本当に大変な作業でしたが、部

員の積極的な活動と皆様のご協力のお蔭で無事にや

り遂げることができました。常葉大学准教授の佐瀬

竜一先生のご指導の下、受け身の活動ではなく全員

がしっかり参加して交流することができ、みんなが

笑顔になれたことがうれしかったです。その後は12

月に沼津西ロータリークラブのクリスマス例会にお

招きいただいたり、３月には障害者支援施設「沼津

のぞみの里」への車椅子の贈呈に参加させていただ

きました。

　このように１年間いろいろな活動を行うことがで

きたのはロータリークラブの皆様のお蔭です。本当

にありがとうございます。これからもよろしくお願

いいたします。




