
1

　　　　　　　            田村治義 会長 

　私ごとで恐縮ですが、最近職場内で些細なことで

怒りっぽくなり、本当なら年を取って丸くなるはず

だがとネット検索しましたところ、「人は『感情』

から老化する」～前頭葉を若く保つ習慣術～という

精神科医の和田秀樹氏の著書が有りました。

　著書を引用しますと人間の老化は「知力」「体力

」より、まず「感情」から始まるそうです。記憶力

の衰えを気にする人は多いですが、知能・知性は高

齢になってもさほど衰えないことが分かっています

し、正常歩行能力なども思っている以上に維持され

ます。それよりも問題なのが、怒り出したらずっと

怒っているといった、感情のコントロールや切り替

えが出来なくなり、自発性や意欲が減退していく

「感情の老化」です。

　脳の中でも、記憶を司る「海馬」などよりも、人

間的な感情を司る「前頭葉」から真っ先に縮み始め

ることが分かっています。これを放っておくと、体

も脳も見た目も、全てが加速度的に老化してしまい

ます。

　感情が老化してくると、より保守的になってきて、

「恥意識」が強くなります。その恥意識の強さが理

解の妨げになります。理解力は有るはずなのに、恥

じらいと見栄が邪魔しているのです。まとめてみま

すと…

・人間の脳は前頭葉から縮み始める。

・前頭葉は高度で人間的な感情を司る。

・前頭葉の老化が表面化するのは40代の「怒りっ

　ぽさ」から。

・切り替えの練習をしないと50代、60代が危ない。

　前頭葉が本格的に壊れると、同じことばかり繰り

返して言うとかの現象が起き、これを「保続」とい

うそうです。これは感情を司る前頭葉の「切り替え

機能」が低下して起きるそうです。世に言う「頑固

爺」というのは、まさにこの「感情の切り替え」機

能の低下から生じている状態で、怒ったら怒りっ放

しは「老化」そのものという事です。

　ルーティンワークや前例踏襲から、思考の切り替

えを行い、前頭葉の老化を食い止めたいと思います。

４月のプログラム

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 28名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1181回 26 名 22 名 -   84.62 % 

1179回 28 名 21 名 2名   82.14 %

●ビジター

　名取賢吉君：沼津北RC

●欠席者 (4名)　　

　頴川ゆう子、久松　但、神尾栄一、上野祥行

●他クラブへの出席者

　宮島賢次、渡邉亀一(3/26米山梅吉記念館)　

　成田みちよ、鶴田龍聖（3/28沼津柿田川RC）　

　久松　但（4/7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 宮島賢次

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37号
2016年4月7日

◆◆第1181 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 次期会長幹事 PETS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(久松会計事務所内)
       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)
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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●スマイル報告 (本日のスマイル 14,000円)

1.重光　純：誕生日のお祝い有難う御座います。

2.成田みちよ：母の誕生日のお祝い有難う御座います。

3.本村文一：家族の誕生日のお祝い有難う御座います。

4.田村治義,5.杉山真一,6.鈴木良則：次年度名古会長、

　土屋幹事、本日のPETS報告宜しくお願いします。

7.名古良輔：3月も100キロ走り、連続13ヶ月目標達成

　しました。

8.土屋昌之：4/1に娘が1年間のカナダ留学に旅立ちま

　した。本日のPETS報告が上の空にならない様に頑張

　ります。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC　

　4月12日(火)夜間例会(ＭＵ受付11:30-12:30)

2.報告・連絡事項

①10日(日)は静岡にて地区協議会です。出席の方は、

　沼津8:55-原9:02-東静岡9:46にご乗車ください。

②次週12日(火)は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。

③4月のロータリーレートは1ドル＝116円です。

Ｐ Ｅ Ｔ Ｓ 報 告

　名古良輔次期会長

　2016-17年度国際ロータリー会長 

　ジョンF.ジャームのテーマは、　

　Rotary serving humanity 

「人類に奉仕するロータリー」

　『現在、ロータリーはとても大事なときを迎えてい

ます。今はいろいろな意味で今後を決定づける歴史的

な節目です。世界でもっと大きな「よいこと」の推進

力となる為に、固い決意と熱意でポリオ撲滅を成し遂

げ、勢いをつけてロータリーをさらに前進させながら、

これまでの成功をバネに飛躍するときが来たのです』

と述べ、ポリオ撲滅への決意が語られました。

　生子哲男ガバナーエレクトからは、4つの目標が伝え

られました。

(1)会員増強：40歳以前の若い人や女性、退職後間も

　ない人や現役で働いている人達が、ロータリーに入

　会したいと思う様な柔軟性のあるクラブがもっと必

　要です。

(2)来年度は財団 100 周年を迎えますので、年次基金

　の増額をお願いしたい。

(3)ポリオ撲滅です。

(4)2017年6月10日～14日のアトランタ国際大会への参

　加です。

　以上の四つの項目を柱に、他の奉仕も含めたロータ

リーの奉仕活動を行い「人類に奉仕しましょう」

■全部を実現するのは、並大抵ではないので、できる

ことを着実に実行していきましょう。

　土屋昌之次期幹事

　私からは分区会議・RI会長賞

の報告をします。

・年度スケジュールについて、ガバナー補佐のクラブ

　訪問の回数が少ないとの指摘があったため、今年度

　は各クラブへの訪問を増やす。

・ロータリーセントラルを活用して欲しい。

　（ロータリーセントラルはクラブが目標を建て、達

　成状況を確認するためのオンラインツール）

・国際奉仕の青少年交換の際小クラブではお金の負担

　が大変な為、それを補助する為に分区内で各会員

　１千円を徴収し合計30万円程を分区で管理し、青少

　年交換クラブヘ補助をするという提案有り。　

　しかしながら、来年度に組み入れるには検討の時期

　が遅い為次期に継続検討として持ち越しとなる。

・ロータリーの広報に、もっとＩＴ・マスコミを活用

　して欲しい。

・地区大会の物産展出展の依頼有り（火が使えない、

　一般販売より安く、売り上げの5%を会場に渡す。）

・来年のＩＭは青少年プログラムを中心に行う予定。

・よりよい青少年交換を行う為、今年度は危機管理研 

　修をクラブ内で行って欲しいとの事。講師は依頼が

　あれば派遣する。

会長賞について

　必須活動の２項目の達成と、各項目（会員増強と維

持/財団への寄付/オンラインツールの利用/人道的奉仕

/新世代/公共イメージ）での達成が必要。

　特にオンラインツールの利用については、クラブで

研修等をやる必要があると思います。

理 事 会 報 告

①5月度のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

②5・6月の座席：SAA次期委員会毎をﾍﾞｰｽ

③地区協議会登録費と交通費：実費をｸﾗﾌﾞ負担

④千本浜海岸清掃：4月24日9:30集合、参加加藤学園

　沼津市支援学校、広報/駐車場係ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

⑤5月19日友人知人同伴例会：増強維持委員会

　外部卓話者：白石ドクター、参加費負担

⑥清掃活動ＰＲ看板の修復費

⑦ｸﾗﾌﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ賞推薦依頼：芹澤貞治君を推薦

⑧渡邊亀一君より休会届：4月7日～5月12日

⑨栗原侑男君退会に伴い、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長を鈴木

　博行君、副委員長を室伏博子君とする。⇒全て承認
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　　　　　　　            田村治義 会長 

　今宵の2クラブ合同例会は、私共の親クラブであ

ります沼津北ロータリークラブさんが、企画・運

営のすべてを段取って頂き、参加させて頂いてお

ります。感謝申し上げますと共に、ご指導のほど

宜しくお願い致します。

　今思いますと、ガバナー公式訪問時例会や4クラ

ブ合同例会でのご一緒は有りましたが、こうした

形での2クラブ合同例会は、今まで無かったように

思います。楽しみで御座います。

　さて、沼津北クラブさんへのご挨拶が大変遅く

なってしまい恐縮ですが、先々月の2月21日に、私

どものクラブがホストクラブとなって開催致しま

した、第3分区ＩＭに、ご出席・ご協力を賜り、誠

に有り難う御座いました。

　お陰様で9クラブ260名余の多くの皆様にお集ま

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、先程久松周年事業実行委員長から、ご報

告とお願いをさせて頂いたところですが5月29日（

日）に沼津西ロータリークラブ創立25周年記念式

典を開催予定しております。　

　韓国での国際大会開催日程とブッキングしてお

り、誠に申し訳御座いませんが、親クラブの皆様

のご参加・ご支援のほど、宜しくお願い申し上げ

まして、閉会挨拶とさせて頂きます。

４月のプログラム

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

５月のプログラム

1185回 12:30
05月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑩　
25周年記念事業確認　理事会⑨

1186回 18:30
05月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 友人・知人会員
候補者同伴例会　夜間例会

1187回 12:30
05月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
リハーサル

1188回 12:30
05月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
曜日変更

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 28名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1182回 26名 20名 -   76.92 % 

1180回 27名 22名 3名   92.59 %

●欠席者(６名)

　本村文一、成田みちよ、大沼裕之、重光　純、 

　下原満知子、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　名古良輔、土屋昌之、宮島賢次、成田みちよ、 

　大沼裕之、重光　純、杉山真一、田村治義、

　植松　正、上野祥行、渡邉勝也(4/10地区協議会)

　本村文一、成田みちよ（4/12　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 宮島賢次

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38号
2016年4月12日

◆◆第1182 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 沼津北・沼津西クラブ合同例会 ■

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 055-961-2050（久松会計事務所内）

       ●FAX 055-961-2600（久松会計事務所内）
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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●スマイル報告 (本日のスマイル 5,000円)

1.田村治義：クラブ管理運営委員会の皆さん、2ク

　　　　　　ラブ合同例会、宜しくお願いします。

2.杉山真一：本日は2クラブ合同例会楽しみましょ

　　　　　　う。

3.芹澤貞治：沼津北クラブの皆様、楽しい2クラブ 

　　　　　　企画にして頂きありがとうございます。

4.宮島賢次：沼津北ロータリークラブの皆さん、今

　　　　　　日はお世話になります。

5.地区協議会参加者：地区協議会後ロータリーにつ

　　　　　　いて語り合った席の残金です。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①富士RC4月20日(水)夜間例会　遊々庵

2.報告・連絡事項

①次回の例会は、21日(木)夜間例会です。

②加藤学園IAC：今年度最初のIAC例会を14日(木)に

　開催します。時間がありましたら例会に参加して

　ください。

沼津北ロータリークラブ会長挨拶

 

 清水　学 会長

沼津西クラブ合同例会

に寄せて

　

　本日は両ロータリークラブの合同例会でございま

す。沼津西ロータリークラブは、来る5月に創立25

周年を迎えます。沼津北ロータリークラブの方は、

昨年11月に創立55周年を迎えました。今年度は両ク

ラブとも節目の年を迎えた訳であり、誠に目出度い

年度であると存じます。

　また、2月に開催された沼津西ロータリークラブ

のホストによるＩＭも成功裏に終了し、さらに加え

て目出度い年度、記憶に残る年度であると言えまし

ょう。

　さて、両クラブは親クラブと子クラブ、沼津にお

いてお隣同士のクラブであり、常日頃より親しくお

付き合い頂いておりますが、新会員からは、お互い

のクラブのことをもっとよく知りたい、もっと仲良

くしたいという声も、ちらほらと聞かれるようにな

りました。本日は夜間例会であり、お酒が飲める例

会であります。通常の例会よりは、打ち解けた話が

できるものと思います。どうか今宵は、未だ話をし

たことのない両クラブの会員にお声をかけて頂き、

最低でも10人と名刺交換されることを、本日お集ま

りの皆様にお願い申し上げます。

　沼津北ロータリークラブにおいては、前年度より、

月に1回「ロータリーの目的」を全員で唱和してお

ります。ロータリーの目的第1項は「知り合いを広

めることによって奉仕の機会とすること」とありま

す。そう、ロータリーの最初の一歩は、知り合いを

広めることから始まります。本日の合同例会・夜間

例会は、まさにロータリーの目的に沿った催しであ

ると言えるでしょう。

　実は、例会における「ロータリーの目的唱和」は、

北クラブよりも前に、既に西クラブにおいておこな

われていることを、私は知っておりました。これは、

偶然重なっただけだと思います。良い事は誰でも思

いつくものなのです。

　北クラブと西クラブ。今後とも益々交流を深め、

良い所を採り入れ、至らぬ所があればそれを正し、

どちらのクラブも、共に、益々発展していくことを

祈念致しまして、会長の挨拶とさせて戴きます。ご

静聴有り難うございました。

頴川（　④　） 井上（　２　） 伊縫（休会） 神尾（　３　） 宮口（　３　）

本村（　３　） 尾島（　３　） 大沼（　３　）

重光（２，２） 杉山（　④　）

田村（　④　） 土屋（④）＋１ 植松（④）＋１ 上野（　④　）

-------------------------３月分出席一覧 -----------------------

久松（３，１) 栗原(　１　)

宮島（④）+１ 室伏(　３　) 名古(④)＋２ 成田(３、１)

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

鈴木良(　３　) 鶴田(３、１) 渡邉勝(　１　)

渡邉亀(３、１) 例会出席率　　81.08 　% 地区報告     86.49　　%

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 

　本日はクラブ広報委員会担当によります、クラ

ブフォーラムです。例会プログラム上では今年度

最後のクラブフォーラムとなります。宜しくお願

い致します。

　今年のクラブ広報委員会は、インターアクト指

導者講習会や静岡第3分区インターシティミーティ

ング、来月開催予定の創立25周年式典など、例年

より多くの行事が組まれておりまして、お疲れ様

で御座います。

　さて、ご案内のように先週14日21時26分に熊本

地方で、マグニチュード6.5最大震度7の地震が発

生し、その2日後の16日午前1時25分、マグニチュ

ード7.3最大震度7（当初、6強から7に訂正され、

これが本震となる）の地震が続き、大きな被災と

なりました。

　一連の地震活動で震度7を2回記録するのは、観

測史上初めてで熊本県災害対策本部は建物倒壊な

どによる死者は、20日22時現在で48人、2人が安否

不明となっており、車中泊に伴う肺塞栓症（エコ

ノミークラス症候群）など「震災関連死」とみら

れる人が11人に上ると発表しています。

　14日の前震から1週間経過しますが、今も9万人

以上が避難所に身を寄せています。

　私どもの静岡県も、浜名湖南方沖の遠州灘中部

から沼津市沖の駿河湾に至る、駿河トラフ（ユー

ラシアプレートとフィリッピン海プレートの境界

域である南海トラフの北東端）と言う、1970年代

から注意喚起されている、海溝型の「東海地震」

の震源域を抱えています。また「富士川河口断層

帯」「北伊豆断層帯」「神縄・国府津・松田断層

帯」と言う活断層体が近隣に存在しますので、こ

れを機会に、再認識して行きたいと思います。

　また、国際ロータリー第2620地区野口英一ガバ

ナーより、熊本地震義援金送金先および第2720地

区への連絡に関するご案内通知が、昨日20日付で

来ておりますので紹介します。

４月のプログラム

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

５月のプログラム

1185回 12:30
05月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑩　
25周年記念事業確認　理事会⑨

1186回 18:30
05月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 友人・知人会員
候補者同伴例会　夜間例会

1187回 12:30
05月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
リハーサル

1188回 14:00
05月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
曜日変更

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 28名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1183回 26名 21名 -   80.77 % 

1181回 26名 22名 2名   92.31 %

●欠席者(5名)

　本村文一、井上武雄、渡邉勝也、下原満知子、

　鈴木良則

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 宮島賢次

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39号
2016年4月21日

◆◆第1183 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ クラブフォーラム クラブ広報委員会 ■

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 055-961-2050（久松会計事務所内）

       ●FAX 055-961-2600（久松会計事務所内）
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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●スマイル報告 (本日のスマイル 20,000円)

1.田村治義、2.久松　但：誕生日のお祝いありがと

　　　　　　うございます。

3.鈴木博行、4.尾島康夫：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、7.上野祥行、8.鈴木和憲

　　　　　：クラブ広報委員会の皆様、クラブフォ

　　　　　　ーラム宜しくお願いします。

9.重光　純：本日のクラブフォーラム、皆様宜しく

　　　　　　お願いします。

10.名古良輔：地区協議会に出席の皆様、ご苦労様

　　　　　　でした。

11.土屋昌之：来週欠席させて頂きます。次週地区

　　　　　　協議会の報告参加の皆様宜しくお願い

　　　　　　致します。

12.成田みちよ：本日、熊本へ支援物資を送らせて

　　　　　　頂きました。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

　ありません。

2.報告・連絡事項

①24日(日)は、9:30より千本浜遊歩道の清掃です。

　宜しくお願いします。

②5月19日(木)の友人同伴例会の出欠席をご記入く

　ださい。

クラブフォーラム

 

　クラブ広報委員会

　重光　純委員長

　本日は、クラブ広報委員会のク

ラブフォーラムにおいて、マイロ

ータリーへの登録の方法、現在の

クラブのホームページの状況、新しい広報方法の候

補などを紹介しました。

　まず、マイロータリーの登録方法ですが、ロータ

リー・インターナショナルのホームページにアクセ

スして、その中のマイロータリーのページからアカ

ウント登録の手続をとることができます。その際、

当クラブに登録してある住所氏名等の情報を入力す

れば、ほぼ自動的に当クラブの会員として認識され

ます。

　なお、私が登録した際には、私が入力した情報と

RIに登録されていた情報に齟齬があったために、ロ

ータリアンとして登録されないことがありましたが、

data@rotary.orgにメール（日本語で大丈夫です）

で問い合わせたところすぐに修正されました。当ク

ラブにおけるマイロータリーの登録状況は30％未満

ですので、未登録の方は是非この機会に登録してい

ただきたいと思います。

　また、クラブの広報方法について、現在のホーム

ページの状況を説明するとともに、週報はPDFで配

布してもらえれば十分であり、紙で配布する必要が

ない場合には、その旨を申告していただきたいこと

をお願いしました。

　さらに、今後のクラブの新しい広報方法として、

フェイスブック等の方法により、会員の皆様の友人

や知人に対してクラブの状況を知らせることができ

ること、RIや他のロータリークラブも実際に利用し

ているところがあることを紹介しました。

　ただし、新しい広報方法を開始すること自体は簡

単かもしれませんが、それを継続的に運用していく

場合には、担当する会員の負担になることが予想さ

れます。また、一旦開始すると簡単にやめることが

できないことや、インターネット上に公開する内容

には慎重な検討が必要なことなどから、新しい広報

活動を開始する場合にはクラブ内での慎重な議論が

必要であると思われます。

頴川（　④　） 井上（　２　） 伊縫（休会） 神尾（　３　） 宮口（　３　）

本村（　３　） 尾島（　３　） 大沼（　３　）

重光（２，２） 杉山（　④　）

田村（　④　） 土屋（④）＋１ 植松（④）＋１ 上野（　④　）

-------------------------３月分出席一覧 -----------------------

久松（３，１) 栗原(　１　)

宮島（④）+１ 室伏(　３　) 名古(④)＋２ 成田(３、１)

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

鈴木良(　３　) 鶴田(３、１) 渡邉勝(　１　)

渡邉亀(３、１) 例会出席率　　81.08 　% 地区報告     86.49　　%

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 

　先週24日の奉仕プロジェクト委員会担当により

ます千本浜海岸清掃奉仕作業、その後のクラブ管

理運営委員会担当によります参加者全員の懇親会

お疲れ様でした。

　会員家族21名、加藤学園高等学校IAC生徒先生25

名、県立沼津特別支援学校先生生徒7名、総勢53名

のご参加を頂きました。お手元にお配りしました

コピー、4月25日の静岡新聞、27日の沼津朝日に掲

載されておりますのでご覧下さい。

　海岸清掃・ゴミ拾いに関するコラムが有りまし

たのでご紹介致します。

「自分達のゴミ拾いが海岸環境の改善に具体的に

役立っているという実感は有りません。むしろ

『焼け石に水』で、無駄な事だと思う気持ちの方

が強いです。ただ個人的に言えば、そうした実態

を知ることは大変良い勉強になりますし、これか

らもっと多くの人に、是非この『無駄な努力』に

参加して欲しいとも感じています。

　何故ならば、ゴミ拾いをしてみると、私達が普

段何気なく、特段の悪意もなく行っている事の結

果が、現在の海岸の状況に現れているのだという

事を、強く感じる事が出来るからです。それがた

とえ『私が出したゴミ』でなくても、そこに有る

のは『私たちが出したゴミ』には違いない。と考

えるようになるからです。つまりゴミ拾いは何よ

りも、自分自身の日々の暮らしの反省の契機とな

ります。

　ゴミ拾いの参加者は皆、『自分は絶対にゴミを

捨てないようにしよう』と考えるようになります

し、『このゴミを減らすにはどうしたら良いのだ

ろう？』と、それを他人事ではなく、自分自身の

問題として考えるようになります。ゴミ拾いをす

ることは、何よりもそうした『学びの機会』とな

ります。

　先ずは一度、実際にやってみましょう。」

５月のプログラム

1185回 12:30
05月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑩　
25周年記念事業確認　理事会⑨

1186回 18:30
05月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 友人・知人会員
候補者同伴例会　夜間例会

1187回 12:30
05月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
リハーサル

1188回 14:00
05月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 25周年記念例会
曜日変更

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 28名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1184回 26名 19名 -   73.08 % 

1182回 26名 20名 4名   92.31 %

●欠席者(7名)

　頴川ゆう子、井上武雄、室伏博子、尾島康夫、 

　大沼裕之、土屋昌之、上野祥行

●他クラブへの出席者

　名古良輔、土屋昌之（4/23 会長・幹事会）　

　宮島賢次（4/23 米山梅吉記念館）

　田村治義、杉山真一、名古良輔、頴川ゆう子、

　神尾栄一、宮島賢次、室伏博子、成田みちよ、

　尾島康夫、大沼裕之、芹澤和子、重光　純、

　鈴木博行、鈴木和憲、土屋昌之、植松　正、

　上野祥行（4/24 千本浜清掃）

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 宮島賢次

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40号
2016年4月28日

◆◆第1184 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■　地区研修・協議会報告　■

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（久松会計事務所内）

       ●FAX 055-961-2600（久松会計事務所内）
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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●スマイル報告 (本日のスマイル 15,000円)

1.鈴木博行、2.成田みちよ：入会記念日のお祝いありがと

　　　　　　うございます。

3.田村治義、4.鈴木良則：地区協議会の報告、宜しくお願

　　　　　　いします。

5.杉山真一、6.鶴田龍聖：千本浜清掃に参加の皆様御協力

　　　　　　ありがとうございました。

7.芹澤和子：会員増強維持の友人、知人同伴に御協力宜し

　　　　　　くお願いします。

8.名古良輔：今月も月100キロ走達成。14ヶ月連続です。

9.本村文一、10.杉山真一、11.神尾栄一：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富士宮西RC 　4月29日(金)特別休会

②沼津RC　　 　4月29日(金)祝日休会MU受付11:30～12:30 

③沼津柿田川RC 5月02日(月)裁量休会(例会場休館MU無)　

　　　　　　　 5月09日(月)夜間例会(11:30～12:30MU有)

2.報告・連絡事項

①次回5月12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。

②12日(木)はインターアクト例会が開催されます。時間が

　ありましたら、出席をお願いします。

地区研修・協議会報告

 名古良輔 会長エレクト

　地区研修・協議会において次年度に向けて

の地区方針などが説明されました。以下の点

の検討がとりあえず必要のようです。

●クラブ戦略計画委員会を立ち上げる

クラブ協議会で検討しクラブの将来像を描く。テーブル会

への会員候補の招待など。

●青少年奉仕・危機管理委員会

　青少年活動においてセクハラなどの問題が深刻化してい

る状況があり、インターアクト保持クラブは地区委員会か

らの卓話を依頼し危機管理に努める。

　上野祥行 次年度公共イメージ委員長

　広報委員の役割は、クラブが地域社会で実施している奉

仕活動に対する人々の認識と理解を深めることです。その

中でオンラインのリソース会員向けサイト「My ROTARY」に

ついて説明があり、フォーラムと言う掲示板で世界中のロ

ータリアンとインターネット上で意見交換出来たり、クラ

ブリーダーに役立つ情報、資料、ツールが掲載されていて、

ロータリーの研修資料、推進資料、作成ツール、クラブ運

営や募金に役立つ情報を利用出来、更にロータリーショー

ケースに各クラブの奉仕活動等を登録する事で全世界から

見ることが出来、沼津西クラブの少年サッカー大会が事例

で紹介されました。各クラブが「My ROTARY」を活用し公共

イメージをアップさせる為、登録する事を推奨されました。

現在登録数が2～3割との事、今年度目標5割の達成を目指し

ているので、未登録の方は是非これを機に登録しましょう。

　田村治義 次年度会員増強維持委員長

　当分科会は、岡本一八パストガバナーの講演から始まり

ました。クラブ会員増強委員会は、新会員の勧誘と既存会

員の維持のための行動計画を立て実行し、クラブの会員基

盤を強化促進することを担当します。学友や地元の事業経

営者、団体や自治体のリーダー、若い職業人、最近引退し

てきた人など、幅広い人々にロータリーを紹介し、入会を

誘ってみましょう、との趣旨でした。

　2016～17年度の目標は、①50名以下のクラブは純増1名以

上、50名超のクラブは純増2名以上、②女性の入会を促す。

③若い世代(20～40代)の方の入会を促す。

　次に2015～16年度2月末日までに純増4名以上のクラブか

ら、その取組み事例の報告が有りました。クラブのイメー

ジを高め、多様な会員が集まるクラブとなるような努力が

求められます。

　植松　正 次年度ロータリー財団委員長

　ロータリー財団部会は、参加者80名強で開催され、はじ

めに中山バストガバナーより、財団設立100周年の歩みにつ

いてお話しをいただきました。

　その後、曽根委員長より、地区目標は①年次寄付150＄/

年・人②ポリオプラス30＄/年・人③ベネファクター各クラ

ブ1名以上とし、次年度への準備として、マイロータリーへ

の登録、ロータリークラブセントラルへの目標入力、ロー

タリーカードへの入会、地区補助金の申請の4項目を必ず実

施するよう要請がありました。

　成田みちよ 次年度広報・IT推進委員　

　最近では、ツイッターやFacebookを広報媒体と情報の共

有を目的として活用するクラブが出てきました。国際ロー

タリーもFacebookを活用しほぼ毎日情報を更新し、会員や

一般の方皆さんに解りやすく発信しています。この他に青

森県や大阪府のロータリークラブ、松原ローターアクトや

福山ローターアクト等もこのFacebookを利用し活動を観る

ことが出来ます。又、次年度ガバナーの活動を皆さんに知

って頂きたく2016～2017RID2620ガバナーという名でFace 

bookを立ち上げました。既にETSや地区協議会などの活動が

UPされております。是非、皆様にも興味を持って頂き「い

いね」を押して下さり、応援下さいます様お願い致します。

　渡邉勝也 新会員

　グランシップという大きな会場にて行われま

したが、式典内では生子哲男ガバナーエレクト

が次年度活動方針を詳しく説明されました。特

に印象深かったことは、ロータリークラブで協

力している「ポリオの撲滅」に関してです。　　

　正直「ポリオ」という病気のことを知らなかったので、

直ぐにスマートフォンで調べました。現在の日本では感染

はありませんが、まだパキスタンやアフガニスタンなどの

アジア地域に多いということで、ポリオに感染している子

供たちがまだいて、ワクチンを提供すことで撲滅に向かっ

ているという事実を知ることができました。私も青年会議

所時代に「国際青年会議所」の意向でマラリアの撲滅をす

るために、カンボジアなどの国に「蚊帳」を寄付する活動

に携わった経験もございます。

　今後もわずかながらですが、協力していきたいと思いま

した。




