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　　　　　　　             田村治義 会長 

　本村ＳＡＡ作成によります2015～2016年度年間
座席表も、最終の2か月バージョンとなりました。
今年度の仕上げと次年度の立上げが重なる２か月
です。宜しくお願いします。

　また、本日は25周年実行委員会担当によります、
あと17日と迫りました創立25周年記念事業の、諸
準備確認打合せで御座います。クラブテーマ『一
期一会・全員参加のロータリー』の如く、全会員
が担当者となっておりますので、全体の流れとご
自身の持ち場を改めてご確認ご準備の程、お願い
致します。

　さて、雑学的な話題になりますが、今から3年
ぐらい前に「アルツハイマー病が劇的に改善し
た！米国医師が見つけたココナツオイル驚異の効
能」と言う翻訳本が出て、日本のココナツオイル
ブームの先駆けとなった事はご案内の通りかと思
います。オハイオ州出身のメアリー・Ｔ・ニュー
ポート小児科医師の夫が若年型アルツハイマー病
を発症、病気が進行する夫を辛抱強く介護し、あ
らゆる治療の可能性を模索します。そんな中、コ
コナツオイルに含まれる中鎖脂肪酸が、夫の認知
症の症状を改善させる効果が有ることを発見。そ
れ以来、ココナツオイルを3年にわたり夫に食べ
させ続け、アルツハイマー病の症状を改善させ、
病気の進行を食いとどめる事に成功しました。

 アルツハイマー病は最近では3型糖尿病とも呼ば
れ、変性した神経細胞はグルコース（葡萄糖）が
使えなくなり、記憶障害を起こすことが知られて
います。しかし、神経細胞はグルコース以外にケ
トン体（脳にエネルギー源を供給するために肝臓
で作られる物質）をエネルギー源として利用する
ことが可能なので、ケトン体が供給されれば神経
細胞は生理活性を保つことが出来ます。メアリー
医師は、ココナツオイルに含まれている中鎖脂肪
酸が肝臓でケトン体に代謝され、夫のアルツハイ
マー病の症状が改善したことを突き止めました。

　ココナツオイルは健常な高齢者でも、加齢に伴
う脳の機能低下を改善する効果が有ることが実証
されているそうです。翻訳本を監修した白澤卓二
教授によると、脳機能の維持にココナツカレーが
お勧めとの事ですので、試してみたいと思います。

5月のプログラム

1186回 18:30
5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　会員増強維持委員会 
夜間例会

1187回 12:30
5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　25周年実行委員会

1188回 14:00
5月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　25周年記念例会 
25周年実行委員会　曜日変更

6月のプログラム

6月02日(木) 裁量休会

1189回 12:30
6月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会⑥
次年度活動計画　理事会⑬

1190回 18:30
6月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　夜間例会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期末訪問　

1191回 12:30
6月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返って
会長・幹事

1192回 18:30
6月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間変更

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

1185 回 26 名 23 名 -   88.46 % 

1183 回 26 名 21 名 1名   84.62 %

●欠席者(3名)

　神尾栄一、成田みちよ、下原満知子

●他クラブへの出席者

 芹澤貞治、宮島賢次（5/9　富士宮RC）、成田み

ちよ（5/9　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 尾島康夫

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

◆◆第1185 例会　会長挨拶◆◆

2015～2016年度

第25巻41号
2016年5月12日

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　　
■■　本日のプログラム　■■ 

■　25周年記念事業確認　■

● 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
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●スマイル報告(本日のスマイル　4,000円)

1.田村治義、2.杉山真一：25周年実行委員会、久松

実行委員長、本日は、宜しくお願いします。

3.鈴木良則：来週の夜間例会の友人同伴例会は、欠

席させていただきます。

4.上野祥行：5/1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沼津柿田川ＲＣ

　5月16日(月)例会変更(11:30～12:30サインMU受付)

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熊本地震被災者義援金を21,000円送金しました。ご

協力ありがとうございました。

③本日は、加藤学園にて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。

理事会報告

1.協議事項

①５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さよなら例会の件　クラブ管理運営委員長　名古良

輔君 ⇒承認

③友人・知人（会員候補者）同伴例会実施の件　会員

維持増強委員長　芹澤和子

さよなら例会は同伴例会にしないものとする⇒承認

④6月4日（土）に行われる2016～17年度広報ＩＴ推進

セミナー出席について

次期公共イメージ委員会副委員長の成田みちよ君が出

席。交通費実費を支給する。⇒承認

⑤6月5日（日）に行われる2016～17年度ＩＡＣ提唱ク

ラブ委員長・顧問先生連絡会議の出席について

次期ＩＡＣ委員長の杉山真一君が出席。交通費実費を

支給する。⇒承認

⑥6月11日（土）に行われる　第４回会長・幹事会(新

旧合同)の出席について

田村治義君、杉山真一君、名古良輔君、土屋昌之の4

名出席。

⑦6月26日（日）に行われる2016～17年度会員増強セ

ミナーご出席

次期会員増強維持委員長の田村治義君が出席。交通費

実費を支給する。⇒承認

25周年記念事業について

 　創立25周年記念事業　実行委員長　久松　但君

１．公益財団法人米山梅吉記念館へ金一封を寄贈

　周年事業の一つ目は、創立25周年ということから、

米山梅吉記念館への25万円の寄付を行います。

２．沼津西ロータリークラブ杯少年サッカー大会の開催

　周年事業の二つ目は、サッカー大会の開催です。U9

からU12までの4カテゴリーについて、サッカー大会を

開催しました。全て沼津市スポーツ祭で行われている

サッカー大会を主催する形で行いました。U10は全国

大会につながる大会（しんきんカップ）の沼津予選で

す。また、U11及びU12は、県大会につながる大会（静

銀カップ及びNTT西日本カップ）の沼津予選です。U10

～U12の3カテゴリーについては、県大会の決勝戦が何

れもテレビ放送される大会で、参加する子ども達の意

気込みは真剣そのものです。また、子どもたちを応援

するお父さんお母さん達も同じく真剣そのものです。

　この大会の中で、テント、横断幕、優勝カップ、個

人メダルを授与しました。優勝カップは各カテゴリー

での持ち回りです。また、個人メダルは、優勝、準優

勝、3位のチームの選手に授与しました。子ども達は、

今後、優勝カップと個人メダルを目指して大会に参加

してくれると思います。

　この大会の結果は、クラブのホームページに記載し

ています。親御さん達は結果が気になりますから、今

後クラブのホームページのアクセスが増えていくと思

います。子ども達が約1,000人、そのお父さんお母さ

んが約1,000人とすると、2,000人以上の人達がこの大

会に係わってきます。この大会を通じて、沼津西ロー

タリークラブの名前を多くの方々が知ることになりま

す。

　次年度以降は、地区の補助金を使いながら10万円程

度の負担で継続できると考えています。皆様のご協力

をお願い致します。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今晩は。本日は会員増強維持委員会担当によりま

す、友人・知人会員候補者同伴例会です。期首会員

数26名からスタートして上期で3名の加入増員をみ

たところですが、下期で今日現在1名の退会と、今

後会社都合等による退会減員の懸念要素が有ります。

今宵、会員候補者同伴例会に鶴橋さん、内田さん、

永井さん、泉さんの4名の方々にお越し頂いており

ますので、沼津西ロータリークラブの「おもてな

し」を大いに発揮して会員増強に努めて頂きたいと

思います。先週14日(土)第70回沼津市スポーツ祭と

共催で、第2回沼津西ロータリークラブ杯U-9の部少

年サッカー大会の開会式が愛鷹多目的広場で執り行

われ、杉山幹事と出席して参りました。当日は13

チームが参加していました。これから順次、U-10～

12の部が開催されます。奉仕プロジェクト委員会の

皆さん、継続事業ですので宜しくお願い致します。

　さて、あるコラムで「ありがた迷惑ランキング」

と言う記事が目に付きましたので紹介します。人様

のご厚意は素直に受け取りたいものですが、残念な

がら自分の意向に反する事も有ります。相手には悪

気が無いからこそ余計に困ってしまう「ありがた迷

惑」ランキングです。10位：隣人が代理で宅配便を

受け取ってくれる。9位：しばらく交流も無い人か

らの年賀状。8位：義母が買う子供服。6位：バイキ

ングで人の分も持ってくる。6位：公共トイレの

ペーパー三角折り。5位：結婚や子供はまだかと心

配される。4位：美容師のおしゃべり。3位：断った

飲み会の日程変更。2位：レシートは不要だろうと

勝手に判断する店員。1位：洋服買った後の出口ま

での見送り。時には親切でも、「ありがた迷惑」と

言う事も有りますので、人の気持ちを読むことは難

しく、気遣いを大切にする日本人にとって厄介な問

題かと思います。

　ところで、29日に開催されます25周年記念例会で

すが、ご来賓・ご招待者・親クラブ・当クラブ元会

員の方々に30名近くご出席賜る運びとなりましたの

で、会員ご夫人の方々もご参加頂けますよう、お願

い申し上げます。

5月のプログラム

1187回 12:30
5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　25周年実行委員会

1188回 14:00
5月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　25周年記念例会 
25周年実行委員会　曜日変更

6月のプログラム

6月02日(木) 裁量休会

1189回 12:30
6月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会⑥
次年度活動計画　理事会⑬

1190回 18:30
6月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　夜間例会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期末訪問　

1191回 12:30
6月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返っ
て 会長・幹事

1192回 18:30
6月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間変更

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

1186 回 27 名 22 名 -   81.48 % 

1184 回 26 名 19 名 6名   96.15 %

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 尾島康夫

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

◆◆第1186 例会　会長挨拶◆◆

2015～2016年度

第25巻42号
2016年5月19日

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
E-mail ●numawestrc@gmail.com

■■　本日のプログラム　■■ 

■　友人・知人会員候補者同伴例会　■

● 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
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●ゲスト

1.白石アンナ様：白石医院　院長

2.鶴橋　雅志様：富士市社会福祉協議会介護

　　　　　　　　サービス室　介護総務主任

3.内田　安隆様：㈱生活工務店　代表取締役

4.永井　克彦様：エヌ・イーケムキャット㈱

　　　　　　　　沼津副事業所長

5.泉　文雄様：㈱イワックス　取締役専務

●欠席者(5名)

　頴川ゆう子、大沼裕之、重光　純、鈴木良則

　室伏博子

●他クラブへの出席者

  芹澤貞治、宮島賢次（5/13 富士宮西RC、5/18 富士

RC、5/19 富士山吉原RC）、芹澤貞治、植松　正

（5/17 新富士RC）、重光 純（5/16 沼津柿田川RC）

　

●スマイル報告 (本日のスマイル　6,000円)

1.田村治義、2.杉山真一、3.本村文一、4.鶴田龍聖：

本日は、友人、知人、会員候補者同伴例会です。宜し

くお願いします。

5.名古良輔：白石先生、卓話、宜しくお願い致します。

6.芹澤和子：ゲストの皆様、いらっしゃいませ。楽し

んで下さい。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西RC

　5月20日(金）→例会変更(14日(土)～15日(日)岡谷

エコーＲＣとの親睦例会)

2.報告・連絡事項

①6月30日(木)のさよなら例会の出欠席をご記入くだ

さい。

②6月9日(木)のクラブ協議会の次年度活動計画の原稿

を、次週の26日までに事務局にご提出ください。

卓 話

沼津医師会における在宅診療

 　　　　　　　　　　　　　　　白石アンナ 様 

　皆様の貴重なお時間に、在宅診療について紹介す
る機会をいただいたことに感謝しております。会で
は主に症例提示をいたしましたが、ここではより基
本的なことについてご説明させていただこうと思い
ます。

　2025年、いわゆる団塊の世代が高齢者となります。
今以上に医療費がかさむことが予想されるため、医
療のありかたにも変革が必要です。住み慣れた地域
で充実した生活を送り、健康寿命を延ばす。急性期
治療は短期集中、早期に退院、通院でリハビリや療
養を行う。地域包括ケアという仕組みも、そういっ
た時代を支えるためのものです。

　麻痺、がんや老齢に伴う筋萎縮、衰弱等で通院が
困難な場合、訪問診療、訪問看護などを選択するこ
とができます。病院の病診連携室、かかりつけ医に
ご相談ください。「最近、同じメニューばかり」、
「一日中ぼうっとしている」、「いつも保険証が無
いと探している」、「やけに怒りっぽい」、「髪が
ぼさぼさ、お風呂も入りたがらない」、「夜中に独
り言を言っている」などは、認知症を疑う症状です。
早めにかかりつけ医や、神経内科などを受診しまし
ょう。

　アルツハイマー型認知症は自覚がないことがほと
んどで、一人暮らしの場合近所の方が最初に気付く
ことが多いのです。「隣家がゴミだらけになってい
る」、「日が暮れても外を歩いているが、大丈夫か
な？」といった症例では、地域の民生委員や、地域
包括支援センターに相談してください。

　生活支援や介護が必要な方は、「介護保険認定」
を、市役所介護保険課、地域包括支援センターに申
請します。医師の「主治医意見書」と、行政担当者
の面談から得た情報をもとに審査をします。要支援、
要介護と認定されたらケアマネージャー（介護支援
専門員）を指定し、必要とするサービス（　介護用
ベッドや車いすのレンタル、通所リハビリ、入浴サ
ービス、訪問介護など）を相談し、計画を立てます。

　医療・介護が連携し、「一人一人に合った療養、
生活を全うできること」を目標にしたいと思います。

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

本村（２，１） 尾島（３，１） 大沼（２，２）

杉山（④）＋２

田村（④）＋２ 植松（④）＋２ 上野（２，２）

-------------------------４月分出席一覧 -----------------------

久松（３，１) 宮島（④）+３

室伏(３、１) 名古(④)＋３ 成田(3,1)＋２ 芹澤和(④)＋１

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

土屋（3,1)＋2 鶴田(　④　) 渡邉勝(３，１) 渡邉亀(休会)

例会出席％　　　78 . 85 　% 地区報告％     91 . 35　　%

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 

 本日はいよいよ明々後日となりました、創立25

周年記念例会のリハーサルです。後程、久松実行

委員長から全体のタイムスケジュール等について、

お話が有るかと思いますが、当日は、全員11時に

集合して、早めの昼食を済ませて頂き、それから

準備に入ります。名古総務委員長、本村式典記念

講演委員長、芹澤和子祝賀会委員長、宮島記念事

業委員長、重光広報委員長、植松会計担当の各委

員会組織の下、連携を密にして記念例会を成功さ

せたいと思いますので、宜しくお願い致します。

　さて、もうすぐ6月です。一般的に新入社員の

人は入社して２か月を迎え、そろそろ会社に慣れ

て「バリバリ仕事をやるぞ！」と意気込む人も、

「どうすれば…」と頭を悩ます人もいるかと思い

ますが、皆様の会社では如何でしょうか。人材育

成研究所を主催するビジネス書作家、中尾ゆうす

け氏の著書によりますと、仕事が出来る「頭のい

い人」と仕事が出来ない「惜しい人」は何が違う

のか、その差は何か。それは「期待されているア

ウトプットを確実に出せる能力」だそうです。

　アウトプットを確実に出すためには「考え方や

姿勢」「スキル」「作業プロセス」「人間関係の

構築」が一定のレベルに達していることが必要で

すが、これは出来る人の真似をすることであり、

真似をするのは能力向上の基本と言われています。

　頭のいい人は、途中から途中までやる。

　惜しい人は、一気にやろうとする。

　どんな仕事も早い着手が必要で、手を付けてし

まえば、その仕事への心理的な不安や抵抗が減り

ます。「頭のいい人」は「途中から始めて途中でや

める」という仕事の仕方をするそうです。たった5

分も見逃さずに、企画書の一文だけでも書いたり、

資料を少しだけでも読み進めたり、何かしら時間を

見つけて何かしら仕事を進めると言います。この

「仕事の細分化」は一見無駄のようで実際にやって

みると仕事の捗り具合が大きく変わってくると言い

ます。一気にやろうと身構えて、最初の一歩が踏み

出せず、結果、難しい仕事は先送りとならないよう

に、先ずは最初の一歩の踏み出しを心掛けたいと思

います。

5月のプログラム

1188回 14:00
5月29日(日)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　25周年記念例会 
25周年実行委員会　曜日変更

6月のプログラム

6月02日(木) 裁量休会

1189回 12:30
6月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会⑥
次年度活動計画　理事会⑬

1190回 18:30
6月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　夜間例会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期末訪問　

1191回 12:30
6月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返っ
て 会長・幹事

1192回 18:30
6月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間変更

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

1187 回 27 名 25 名 -   92.59 % 

1185 回 26 名 23 名 1名   92.31 %

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 尾島康夫

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

◆◆第1187例会　会長挨拶◆◆

2015～2016年度

第25巻43号
2016年5月26日

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
E-mail ●numawestrc@gmail.com

■■　本日のプログラム　■■ 

■25周年記念例会リハーサル ■

● 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
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●欠席者( 2名 )

　頴川ゆう子、大沼裕之

●他クラブへの出席者

 芹澤貞治、宮島賢次（5/23 沼津柿田川RC、5/24 沼

津北RC）

●スマイル報告 (本日のスマイル 12,000円)

1.渡邉亀一、2.鈴木和憲：誕生日のお祝いありがとう

ございます。

3.田村治義、4.杉山真一：25周年実行委員会の皆様、

宜しくお願いします。

5.鈴木良則：創立25周年記念例会、みんなで、がんば

りましょう。

6.名古良輔：今月も100キロ走りました。15ヶ月連続

です。あと25年続けるつもりです。

7.成田みちよ、8.下原満知子：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

①富士RC

　5月25日（水）夜間例会　伊豆長岡

2.報告・連絡事項

①次回は5月29日（日）に25周年記念例会です。

②6月9日のクラブ協議会の次年度活動計画の原稿を本

日中に、事務局にご提出ください。

         創立25周年記念例会リハーサル

    

　　　　    　久松　但実行委員長

　

　　25周年記念例会　司会担当　重光　純　君

　5月29日（日）の創立25周年記念例会にむけて、リ
ハーサルを実施しました。リハーサルの目的は、式典
・懇親会の司会進行のシナリオに基づいて、手順のほ
か、名称・役職・名前等の確認です。

　記念式典の司会担当は、重光純君です。来賓・招待
者の紹介では、拍手はまとめてではなく、その都度行
うことに変更しました。また、黙祷の時間も30秒から
20秒に変更しました。

会長・記念事業委員長の呼び方も、役職を後に付ける
よう、「会長の田村治義より」ではなく「田村治義会
長より」、「記念事業委員長の宮島賢次より」ではな
く「宮島賢次記念事業委員長より」に統一することに
なりました。

　目録贈呈の手順は、左側から来賓に目録を贈呈し、
功労会員への記念品の贈呈は、右側から功労会員に記
念品を贈呈することになりました。

祝電は、もし、時間がなければ割愛することになりま
した。現状では、野口英一ガバナー、積惟貞パストガ
バナー、渡邉脩助米山記念館理事長から祝電が届くよ
うです。

　予定では、15時に閉会の点鐘の予定ですが、延長す
る場合でも、講演までの休憩時間は、10分程度取るこ
とになりました。

また、この後の記念講演では、講師の紹介を久松但実
行委員長ではなく、名古良輔副会長が行うことになり
ました。

　祝賀会の司会担当は、植松正君です。祝賀会では、
オープニングで加藤学園チアリーダー部の演技が入り
ます。このタイミングは、みなさんが席に着き次第と
いうことになりました。また、記念講演が延長された
場合でも、祝賀会までの休憩時間は、10分程度取るこ
とになりました。

祝賀会の挨拶を岩崎逸三沼津北ロータリークラブ会員、
乾杯を静岡第3分区ガバナー補佐芹澤貞治様に行って
もらうことを確認し、リハーサルを終了しました。
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　　　　　　       　　　　田村治義 会長 

　本日、ここに沼津西ロータリークラブ創立25周年の記念例

会式典開催に当たりまして、公私とも大変ご多忙の中、国際

ロータリー第2620地区上原ガバナー代理を始め、ご来賓の皆

様方のご臨席を賜りました事を、クラブを代表致しまして心

よりお礼申し上げます。

　また、今2016ロータリーソウル国際大会が昨日28日より韓

国高陽市で開かれており、本来ならそちらに出席しなければ

ならないお立場の方々も、ロータリーの友情でこの記念例会

にご出席頂き、感謝申し上げます。ご案内のように、私ども

のクラブは1991年5月30日沼津北ロータリークラブをスポン

サークラブとして、横山開一特別代表、本日ご来賓の岩崎逸

三、当時の沼津北クラブ会長を始めとする皆様のご尽力によ

り創立され、丁度25周年を迎えることが出来ました。これも

沼津地区3クラブの皆様方や、近隣クラブ会員皆様のご支援

・ご指導のお陰で、改めて深謝申し上げますます。

　5年前の20周年記念例会は、未曾有の東日本大震災で、通

常例会の中での記念式典のみとなり、25周年はその分もと

思っていましたところ、4月14日からの熊本地震で一瞬不安

の思いが過りましたが、ある程度の落ち着きが見られますの

で、一日も早い収束を願いつつ、当初の予定通り本日の開催

とさせて頂きました。

　沼津西ロータリークラブは、今年度のクラブテーマ「一期

一会・全員参加のロータリー」の下、更に30周年を目指して

ロータリーの目的を実践すべく努力して参ります。今後共、

本日ご臨席の皆様方の暖かなご友情とご支援を頂けますよう

お願い申し上げますと共に、実行委員会の皆様、会員の皆様、

ご家族の皆様のお力添えに感謝申し上げ、ご挨拶とさせて頂

きます。

6月のプログラム

6月02日(木) 裁量休会

1189回 12:30
6月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞ協議会⑥
次年度活動計画　理事会⑬

1190回 18:30
6月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　夜間例会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期末訪問　

1191回 12:30
6月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返って 
会長・幹事

1192回 18:30
6月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間変更

◎ご来賓

沼津市長　　　　　　　　　栗原　裕康　様

第2620地区　筆頭副幹事    上原　重樹　様（甲府RC）

公益財団法人 米山梅吉記念館　常務理事　

                           井上　雅雄　様（甲府南RC)

第３分区　ガバナー補佐     芹澤　貞治　様（沼津西RC）

創立時沼津北ＲＣ会長     岩崎　逸三　様（沼津北RC）

沼津サッカー協会　会長     津田　正克　様

沼津サッカー協会　副会長    宮代　朋一　様

◎講師

 ﾋﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ　株式会社 代表取締役社長 江田　敏彦　様

◎ご招待者

沼津ロータリークラブ副会長 　　石川　三義　様

沼津北ロータリークラブ会長     清水　学　様

沼津北ロータリークラブ幹事代理　   大塩　秀樹　様

沼津柿田川ロータリークラブ会長　   梅田　欣一　様

沼津柿田川ロータリークラブ幹事　   小川　隆洋 様

◎沼津北ロータリークラブ

羽野　久雄様、伊東　哲夫様、 影山　桓義様、木村　智

昭様、 名取　賢吉様、小笠原　一夫様、 荻田　勝雄様、

大野　数芳様、 大貫　隆弘様、小笹　皓平様、 横山 

貞治様、

◎沼津西ロータリークラブＯＢ

厚見　行雄様、日吉　薫様、木村　雅志様、増田　清和様、

坂部　利夫様、建部　信也様

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 尾島康夫

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

◆◆第1188例会　会長挨拶◆◆

2015～2016年度

第25巻44号
2016年5月29日

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
E-mail ●numawestrc@gmail.com

 ■■　本日のプログラム　■■ 

■  25周年記念例会　 ■

● 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
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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

1188 回 27名 25名 -   92.59 % 

1186 回 27名 22名 1名   85.19 %

●欠席者( 2名 )

　室伏博子、下原満知子

●他クラブへの出席者

　芹澤貞治、宮島賢次（5/27　沼津RC）

創立25周年記念例会

 

　本日は、お忙しい中、来賓の皆様にはご臨席賜りま

して誠にありがとうございます。沼津近隣クラブの会

長幹事の皆様、サッカー協会の役員の皆様にも出席を

頂きまして、心から感謝いたします。

　また、沼津北ロータリークラブの会員の方々には、

合同例会の際に出席をお願いしましたところ、このよ

うに多数の参加を頂き、さらには、当クラブの元会員

の方々にもご出席頂きまして、とても嬉しく思います。

さて、5年前の創立20周年の際は、その2か月前に東日

本大震災があったため、例会のみの実施で、記念事業

も義援金という形で赤十字に寄付を行いました。した

がいまして、こういう形での式典は創立15周年記念例

会以来、10年ぶりということになります。

創立 25周年記念例会開会の挨拶 

久松　但実行委員長

栗原市長挨拶 津田　沼津サッカー協会会長挨拶

懇親会のオープニングは、　加藤学園チアガール部

講演会

名古良輔君からの
講師紹介

講師　ビリングシステム（株）
　　　江田敏彦　様

懇親会挨拶　芹澤和子君 乾杯　芹澤貞治君

懇親会の最後は、皆で　手に手つないで

沼津西ロータリークラブ全員集合2010～ 2015年度沼津西歴代会長




