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　　　　　　　             田村治義 会長 

　本日は2016～2017年度活動計画に係るクラブ
協議会です。次期会長・幹事そして各委員長の
皆様、宜しくお願い致します。
　5月29日の創立25周年記念例会は今年度のクラ
ブテーマ「一期一会・全員参加のロータリー」
の如く、会員・家族の皆様の絶大なるご支援ご
協力を頂きまして、周年事業の会長職を曲がり
形にも果たす事が出来ました。改めまして感謝
申し上げます。重光クラブ広報委員長の手配に
より、5月30日の静岡新聞と6月3日の沼津朝日に
関係記事が掲載されておりますのでご案内致し
ます。
　また、6月4日に清水テルサで開催されました
広報・IT推進セミナーに成田次年度公共イメー
ジ委員会副委員長が、6月5日に富士グランドホ
テルで開催されましたIAC提唱クラブ委員長・顧
問先生連絡会議に杉山次年度IAC委員長が出席さ
れました。次年度の事業が着々と進み始めてい
ます。
　さて、6月4日午後2時に東海地方の梅雨入りが
気象台から発表されました。これから「熱中症
対策」が話題となりますが、初期症状の一つに
「こむら返り」があります。この時季の「こむ
ら返り」は、水分の不足により軽い脱水状態と
なって起こるものが有るようです。人間は寝て
いる間にコップ約1杯分の発汗をしていると言わ
れます。日頃から水分が不足している人、乾燥
体質の人は寝ている間にその影響が筋肉に現れ
てくるようです。
また水分中の塩分不足(ナトリウム・カリウム)
も原因になります。これらの改善方法として、
以下の方法を試してみましょう。
(1)寝る前にスポーツドリンクや真水(コップ1
杯)の水分補給　
(2)寝る前にアキレス腱伸ばし等の軽いストレッチ 
(3)筋肉を調整し疲労防止効果のあるカリウム豊
富なバナナや、カリウムと水分補給にもなるト
マト、筋肉をゆったりとさせるマグネシウムが
豊富な豆腐・納豆・アーモンドの摂取

(4)脹脛の承筋・承間・承山のツボを押して、足
首の曲げ伸ばし
　この他に『こむら返り』は加齢による筋力の
低下や、糖尿病・末梢血管疾患・代謝障害のサ
インも有るようです。

6月のプログラム

1190回 18:30
06月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期
末訪問　夜間例会

1191回 12:30
06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
06月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会 
クラブ管理運営委員会　時間変更

7月のプログラム

1193回 12:30
07月07日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長･幹事･副会
長　今年の抱負.　理事会②

1194回 18:30
07月16日(土)

かめや惠庵　前年度会長･幹事慰労
会　クラブ管理運営委員会　

1195回 12:30
07月21日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期
首訪問 クラブ協議会②

1196回 18:30
07月30日(土)

大手町会館　納涼例会(19:15～狩
野川花火大会) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員
会　移動例会　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

1189 回 27 名 22 名 -   81.48 % 

1187 回 27 名 25 名 0 名   92.59 %

●欠席者 (5 名 )　　
　頴川ゆう子、神尾栄一、本村文一、大沼裕之、
渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　成田みちよ(6/4 ITセミナー)、杉山真一(6/5 
IAC連絡会議）

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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45号
2016年6月9日

◆◆第1189 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

クラブ協議会⑥　次年度活動計画　理事会⑬

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
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●スマイル報告 （本日のスマイル  21,266 円）

1.田村治義、2.杉山真一、3.鈴木良則：次年度名
古会長、土屋幹事、本日の活動計画、宜しくお願
いします。

4.名古良輔、5.土屋昌之：次年度、活動計画クラ
ブ協議会、宜しくお願いします。

6.久松　但：創立25周年記念例会、御協力、あり
がとうございました。

7.久松　但、8.宮島賢次、9.宮口雅仁、10.芹澤和
子：創立25周年記念例会にて、功労賞、表彰あり
がとうございました。

11.尾島康夫：6/5(日)沼津柿田川RCとの合同コン
ペ、ベスグロでした。スコアは、86でした。

12.名古良輔：2016千歳JAL国際マラソンハーフ完
走しました。

13.成田みちよ：名古先生、2016千歳JAL国際マラ
ソン完走、おめでとうございます。

14.A・Eテーブル：テーブル会残金です。

15.M・Dテーブル：テーブル会残金です。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士山吉原RC

　6月16日(木)特別休会

2.報告・連絡事項

①本日は、現・新理事会があります。理事の方は
宜しくお願いします。

②6月のロータリーレートは、1ドル＝110円です。

現・理　事　会　報　告

1.報告事項

①米山記念奨学会に対する寄付額について　

　予算書のとおり、1名あたり16,000円送金しました。

2.協議事項

②新会員推薦の件

　宮島賢次君より新会員の推薦あり。⇒承認

③伊縫文哉君・尾島康夫君・大沼裕之君の退会に
ついて　　

　伊縫君、尾島君の後任者に入会を打診中。

新・理　事　会　報　告

1.協議事項

①7月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長 
宮島賢次君　⇒承認　

②7・8月度座席の件  　SAA　芹澤和子君

・基本的に委員会ごとの席次とする　⇒承認

③016-2017年度慶事のプレゼントの件

・会員誕生日 牛革box型小銭入れ

・入会記念日 キーホルダー　

・家族誕生日 クロックフレーム　⇒承認

④前年度会長・幹事慰労会の件　クラブ管理運営
委員長　宮島賢次君

・委員会提案の通り　⇒承認

会場：かめや惠庵　　　　　　　　　　

⑤納涼例会の件 クラブ管理運営委員長 宮島賢次
君

狩野川花火の桟敷が取れた時点で再度提出。

⑥前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件

  商品券にて支給する。 ⇒承認

⑦ガバナー補佐・ガバナー補佐事務局に対する慰
労金支給の件

　商品券にて支給する。⇒承認

⑧7月30・31日に浜松で行われるIAC年次大会に参
加の件　

　クラブは欠席、参加料と交通費実費支給⇒承認

⑨第37回原・浮島ふるさと夏まつり、花火大会協
賛の件

　協賛金を支出する⇒承認　

⑩芹澤貞治君の出席規定の免除申請の件　⇒承認

⑪事務局員(川口さん)　給与・事務所賃借料につ
いて　⇒継続審議

⑫理事会の方法について　会長　名古良輔君

ペーパーレス促進のため、プロジェクターに映し
ての理事会進行の提案有。幹事と書記には紙を配
布。議事録を永久に保存する方法が紙面でないと
だめなのか等の問題があるため、その点は継続審
議とする。

　クラブ協議会報告（次年度活動計画）

次年度幹事　土屋　昌之 君

次年度活動計画について、クラブ協議会を実施し
ました。最初に名古良輔次年度会長より、クラブ
テーマを「入会し　みんな幸せ　ロータリー」と
し、一年間クラブの仲間とともに学び、活動する
ことで、すべての会員が幸せを実感して欲しい旨
が示され、続いて各委員会委員長より活動計画の
発表をしていただきました。

　クラブ管理運営委員会からは、プログラム、出
席、親睦について計画を示されました。初の試み
として、他クラブのバナーを受付に張り出すとい
う計画や、会員が続けて欠席の場合フォローする
等の計画を示されました。

　公共イメージ委員会からは、週報のPDF配布の検
討や、ロータリーの友の贈呈先・方法について検
討する旨の説明がありました。

　会員増強維持委員会からは、20代から40代の入
会を促進し純増１名を目標とする旨の発表をいた
だきました。

　奉仕プロジェクト委員会からは、インターアク
トクラブでの輪読会・職場見学等の活動計画が発
表されました。

　ロータリー財団委員会については、例年通りの
財団や米山奨学会等への寄付、学友会会員による
体験談聴講の計画、サッカー大会の地区補助金の
活用等の説明がありました。

　SAAからは、例会中のルールの徹底のほか会長方
針をふまえて例会を行う旨の話を示されました。

　最後に会計より予算案が発表され、名古良輔次
年度会長による総評と会員への協力を依頼する挨
拶にて終了しました。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　本日は芹澤ガバナー補佐第3回（期末）クラブ
訪問です。先週11日（土）富士宮RC例会場に於
いて、2015～2016年度静岡第3分区第4回会長・
幹事会及び2016～2017年度静岡第3分区第2回会
長・幹事会が合同開催されまして、芹澤ガバ
ナー補佐、宮島・植松ガバナー補佐事務局並び
に現会長・幹事及び次年度会長・幹事が出席し
て参りました。
　次第の中でガバナー補佐の活動報告が御座い
ましたが、一昨年の浜松での地区大会顔合わせ
からスタートして今日まで、公式行事だけでも
60日近い諸事業に参加されており、体調が懸念
された中でのご活動は、鶴田権大僧正から教え
て頂いた言葉ですが「凡骨将死」の境地ではな
かったかと思います。本当にお疲れ様でした。
この後の30分の凝縮されたお話が楽しみです。
　さて、或る懇話会で「小山薫堂」と云う熊本
県出身の放送作家・脚本家にして、その他多く
の肩書を持つ方の講演を拝聴しました。
　昭和60年『11ＰＭ』の台本でデビューして
「カノッサの屈辱」「料理の鉄人」「東京ワン
ダーホテル」「おくりびと」や大人気のゆる
キャラ「くまモン」のプロデュースも手掛けて
いる企画の達人です。
　小山氏の企画に携わる仕事の基準は、｢新しい
か」｢楽しいか」｢人を幸せにするか」で決まり、
勝手にテコ入れ、感情移入していくそうです。
　ヘレン・ケラーやアインシュタインも滞在し
たことのある、日光金谷ホテルの良質なクレー
マーから転じて顧問となり、倉庫に長い間眠っ
ていたレシピを再現し、それを『百年ライスカ
レー』（税込2052円）としてブランディングす
ることによって、大ヒット商品にしました。 
美味しいカレーでも、黙ってレストランのメ
ニューに「カレーライス」と載せていただけで
は、大ヒットはしなかったはずです。　
  人間は視覚や味覚もさることながら、頭の中
で作り上げたイメージで見たり食べたりする傾
向にあるようです。
　ブランディングとは、ある商品やサービスの

コンセプトを、特定のユーザーに価値が有ると
認識させ、市場でのポジショニングを築く戦略
です。突き詰めていくと、企画とはバースディ
プレゼントのサプライズのように、どれだけ人
を楽しませてあげられるか、幸せにしてあげら
れるか、サービスと思いやりが原点で、日本人
はものすごく企画力の有る国民なので、この目
に見えない資源をもっと掘り起こすべきである
と話されました。

6月のプログラム

1191回 12:30
06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
06月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会 
クラブ管理運営委員会　時間変更

7月のプログラム

1193回 12:30
07月07日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長･幹事･副会
長　今年の抱負.　理事会②

1194回 18:30
07月16日(土)

かめや惠庵　前年度会長･幹事慰労
会　クラブ管理運営委員会　移動
例会　曜日変更

1195回 12:30
07月21日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期
首訪問 クラブ協議会②

1196回 18:30
07月30日(土)

大手町会館　納涼例会(19:15～狩
野川花火大会) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員
会　移動例会　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

1190 回 27 名 19 名 -   70.37 % 

1188 回 27 名 25 名 0 名   92.59 %

●欠席者 (　8 名 )　　
　頴川ゆう子、井上武雄、室伏博子、名古良輔、
尾島康夫、大沼裕之、下原満知子、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　田村治義、杉山真一、名古良輔、土屋昌之、芹
澤貞二、宮島賢次、植松正（6/11 会長、幹事会）
頴川ゆう子(6/14　北海道2500ロータリーEクラブ)

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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46号
2016年6月16日

◆◆第1190 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

ガバナー補佐期末訪問

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
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●スマイル報告 （本日のスマイル  12,600 円）
1.芹澤貞治：ガバナー補佐としての最後の訪問と
なります。宜しくお願いいたします。
2.田村治義、3.杉山真一、4.本村文一、5.芹澤和
子、6.重光　純、7.土屋昌之、8.上野祥行：芹澤
ガバナー補佐、一年間お疲れさまでした。本日は、
宜しくお願い致します。
9.名古良輔：芹澤 G 補佐、期末訪問、ごくろう様
です。東部眼科医会の為、欠席いたします。
10.B・Cテーブル：テーブル会残金です。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
無し。
2.報告・連絡事項
①7/16(土)の前年度会長幹事慰労会の出欠席をご
記入ください。

ガバナー補佐期末訪問によせて　

ガバナー補佐　芹澤 貞治 君

　2015－16年度も残り少なくなりました。会長・幹
事を始め会員の皆様には、地区・分区に協力下さり
ありがとうございました。お陰様で、静岡第３分区
内多数のクラブが、地区目標をクリアしようとして
おりますことは、会長・幹事の強い指導力、そして
なによりも会員全員の高い目標と、努力の賜物の結
果と思います。
　現在、日本のロータリーでは、数多くの悩みを抱
えているクラブが多数あり、多くのクラブの指導者
も悩んでおります。その答えが、先の地区大会第一
日目での講演にあると思い、紹介したいと思います。
講師は、2013－15年度ＲＩ研修リーダー小船井修一
氏です。
　その時代、当然と思われていた価値観などが劇的
に変化することを、パラダイム・シフトと言います。
最も典型的なものが、｢天動説」から｢地動説」に転
換した事であり、近代においては、産業革命が最大
のパラダイム・シフトであります。
　さて、つい 15 年位前までは、通勤電車の風景と
いえば、男性は新聞、女性は文庫本や週刊誌、若者
はウォークマンでした。今ではほとんどの人が、ス
マートフォンに変ってきました。スマートフォンは、
パソコンと同じ機能を持つまでになりました。
　日本の人口は減少を続け、今後 50 年間で8,674
万人になる予測です。企業数も 1996 年をピークに
減少を続けています。商工会の会員も減少に転じ、
そして日本のロータリー会員数も 1996 年 11 月に
企業数に合わせ減少に転じ、近年は減少に歯止めは
掛かりましたが、増加する勢いはありません。多く
の商店が廃業に追い込まれ、シャッター街はロータ
リアンを失った墓碑のように感じます。

　日本のロータリアンの人口密度は、全国的に 
1,000 人当たり 7.5 人程度です。大都会ほどその
人口密度は少なく、人口減少地域は企業も減少し、
ロータリーを維持するのも困難な状況が顕著です。
　1921 年、アーサー・Ｆ・シェルドンは、国際大
会で「最も良く奉仕をした者が、最も良く利益を得、
最も良く生き残れる」と語りました。
　ダーウィンは『種の起源』の中で、「生き残るこ
とのできる生物の種族は、最も優れた能力を持った
種族ではなく、環境の変化に対応できる種族である
」と書いています。
　シェルドンとダーウィンの言葉を一つにすると、
「最もよく奉仕した者が、最も良く利益を得、そし
て、最も変化できる者が生き残れる」。
　ロータリーの最大の変化は、規定審議会による、
度重なる規則緩和だと思います。会員の身分、一業
種一人の原則、いろいろな事が変わりました。また、
Ｅクラブ、衛星クラブなど新しいカテゴリーの誕生、
そして、マイロータリー「クラブ・セントラル」の
導入により、RI とクラブの相互情報交換を可能に
し、クラブ運営方法論やこれまで常識だと思われて
いた事も変わってきました。
　2015 年の国際協議会で、ジュン・ヒューゴ RI 
事務総長は、「末永いロータリーの成功を果たす為
に、伝統を見直す事ができますか。高い倫理基準、
クラブの多様性といった組織の根幹を築き、ずっと
変えるべきでない伝統もあります。恩恵をもたらす
より、むしろ障害となってしまっている伝統もあり
ます。リーダーが毎年交代する伝統は強みもありま
すが、大きな弱点が１つあります。新しい取組みに
おいては、5 年から 10 年かけた継続的な努力が必
要です。
　クラブ・地区・ゾーンや国際レベルのガバナンス
が変わり、その年毎に方向性が変わる事が本当に良
い事なのか、新しいリーダーが前任者のバトンを受
け継ぎ、長期的な戦略計画に基づく目標を目指して
活動する、会員が参加しやすいクラブを創れば、魅
力的な組織となります。
　日本の一部のロータリアンの常識は、今や世界の
世論ではありません。ロータリー内の対話も重要で
すが、外に向けたコミュニケーションに力を入れる
必要があります。地域の一般の人達を対象にした行
事を積極的に実施すべきです。ロータリーがどのよ
うに見られているか、見つめる必要があります。地
域の人が入会したい、と思うようなクラブにするに
は何が必要か、自問すべきです。地域で認められな
ければ会員は減少します。
　事務総長は、「会員はあらゆる地域社会で活動し、
地域社会と結びつき、社会貢献をしたいと考える人
が、真っ先に思い浮かべ、それと同時に職業人が交
流し、生涯に渡る友情を築き、地域社会の優秀な人
材がクラブに集い、自分の能力を最大限に引き出せ
るのがロータリー」と述べました。変化を求めてい
くことが必要だと言っております。
　新世代奉仕が青少年奉仕に変わり、ロータリーの
目的の第 5 項に追加、例会及び出席に関して、ク
ラブ細則により柔軟性・主体性がクラブに任せられ、
会員の身分や職業分類に柔軟性が与えられます。
　変化に対して「おかしい」と言うことは簡単です
が、今は変化していく時代です。私たち自身がどう
ロータリーを変えていくか、変化して一番利益を受
けるクラブになるのか、決してガラパゴス化しない
よう、真剣に皆様お考えください。

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

本村（　④　） 尾島（　④　） 大沼（　２　）

杉山（　④　）

田村（　④　） 植松（④）＋１ 上野（　④　）

-------------------------５月分出席一覧 -----------------------

久松（　④　) 宮島（④）+７

室伏(　２　) 名古(　④　) 成田(３，１) 芹澤和(　④　)

芹澤貞(④)＋８ 重光（３，１) 下原(　２　) 鈴木博(　④　) 鈴木和(　④　) 鈴木良(　３　)

土屋（　④　) 鶴田(　④　) 渡邉勝(　④　) 渡邉亀(　３　)

例会出席％　　　88 . 78 　% 地区報告％     90 . 65　　%

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 

　いよいよ本日は会長幹事の「一年を振り返っ
て｣のプログラムとなりました。

　2015-2016年度は、昨年7月2日の第1145回から
スタートして次回6月30日の第1192回さよなら例
会まで、全48回の例会も本日を入れて残り2回で
す。皆様の叱咤激励とご支援を賜り此処まで進
んで参りました。感謝申し上げます。

　私事ですが、3月初め頃より左目の結膜充血と
浮腫及び刺激痛が頻繁に発生し、眼科ではアレ
ルギー性結膜炎との診断のもと点眼薬を2ケ月以
上続けましたが、中々改善が見られなかったた
め、眼科医が或る疑念を持って沼津市立病院の
MRI検査を受けるよう手配をして頂き、5月27日
実施して6月3日に結果を聞きました。眼科医の
疑念は動脈硬化に起因する内頸動脈と海綿静脈
洞との間に異常交通が生じて血流が不良となっ
ているのではないかとの事でしたが、この点に
ついての疑いは晴れまして、左目は徐々に回復
しておりウインクの回数は激減しました。が、
この時のMRI検査で右頸動脈に5ミリの狭窄の疑
いが見られるので、次はヨード造影剤を入れて
ＣＴ検査をしましょうと言われ、6月8日に実施。
結果、5ミリの狭窄の疑いは加齢による頚椎椎体
の変形に伴う圧迫によるもので自覚症状がなけ
れば特に問題ないが、右中大脳動脈部に石灰化
による狭窄が見られるとの画像診断コメントを
受けました。

　これについては経過観察で、11月に2回目の
MRI検査予約となりましたが、血管が詰まると脳
梗塞となってしまいますので、コレステロール
や脂肪を中身とするプラークに、カルシウムが
付着して出来る石灰化を、これ以上悪化させな
いよう「カルシウムパラドックス」を意識しな
がら改善していきたいと思います。皆さんも高
血圧、動脈硬化、喫煙等脳卒中の危険因子に注
意しましょう。

6月のプログラム

1192回 18:30
06月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会 
クラブ管理運営委員会　時間変更

7月のプログラム

1193回 12:30
07月07日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長･幹事･副会
長　今年の抱負.　理事会②

1194回 18:30
07月16日(土)

かめや惠庵　前年度会長･幹事慰労
会　クラブ管理運営委員会　移動例
会　曜日変更

1195回 12:30
07月21日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期
首訪問 クラブ協議会②

1196回 18:30
07月30日(土)

大手町会館　納涼例会(19:15～狩野
川花火大会) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 
移動例会　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

1191 回 27 名 24 名 -   88.89 % 

1189 回 27 名 22 名 1 名   85.19 %

●欠席者 (3 名 )　　
　室伏博子、大沼裕之、下原満知子
●他クラブへの出席者
　名古良輔 (6/19 eClub One )

●スマイル報告 （本日のスマイル 28,412 円）
1.田村治義：本日は、会長・幹事の1年を振り返って
です。宜しくお願いします。
2.杉山真一：本日は、1年を振り返ってです。残す所、
あと1回になりました。宜しくお願いします。
3.鈴木良則：誕生日のお祝いありがとうございます。
入会記念日のお祝いありがとうございます。来週のさ
よなら例会は、欠席させていただきます。
4.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうございます。
5.頴川ゆう子：誕生日のお祝いありがとうございます。
家族の誕生日のお祝いありがとうございます。本日は、
少し早めに帰ります。宜しくお願いします。
6.重光　純：田村会長、杉山幹事、1年間ありがとう
ございました。
7.鶴田龍聖：会長・幹事1年間　理懺事悔（りざんじ
げ）御苦労様でした。
8.公共イメージ委員会：現・新公共イメージ委員会の
懇親会の残金です。
9.久松　但：所用につき、早退させていただきます。

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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47号
2016年6月23日

◆◆第1191 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

１年を振り返って　会長・幹事

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
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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①富士宮西ＲＣ
　6月24日(金) 於：富士見荘　夜間例会
②沼津柿田川RC
　6月27日(月) 例会変更※11:30～12:30サインMU受付
③富士宮ＲＣ　
　6月27日(月) 会長幹事慰労会　於：さくや
④新富士RC
　6月28日(火) 期末例会・親睦会(夜間)
⑤富士山吉原RC 　
　6月30日(木) 18:00 会長幹事慰労会、夜間例会 
　MUはホワイトパレス フロントにて11：30～12：30
2.報告・連絡事項
①次週は、さよなら例会で夜間例会です。

2015-2016年度　一年を振り返って　

会長　田村治義  君

　只今、杉山幹事が見事なまでに一年間の取り纏め
を、私から何も言わなくても良いように報告して頂
きました。話の中で下期の方は会長が振り返るとし
て…と海馬が劣化して記憶力が衰えてきており、上
期のことはもう忘れているだろうと、気を使って頂
いた幹事の思いやりにあらためて感謝いたします。

　前回まで46回の会長挨拶の原稿を読み返しながら、
所感を申し上げます。

①先ず8月20日の沼津北RCとの合同例会

前に行われた野口ガバナー・鶴田地区幹事・芹澤ガ
バナー補佐公式訪問での会長幹事会は、終始和やか
な雰囲気の1時間で、ガバナーの人柄と情熱が伝わっ
て参りました。また合同例会で当クラブ新入会員2名
にガバナーから直接バッジを着けて頂き、励ましの
言葉も賜りお二人には思い出に残る入会式になった
ことと思います。

②11月22日の第2620地区IAC指導者講習

会は当クラブ初めての開催で、加藤学園高等学校の
顧問教諭・生徒達と何回もの打合せを重ね奉仕プロ
ジェクト委員会メンバーのご尽力により、辛口の内
田青少年奉仕委員会委員長から『大変良かった』と
の総評を頂きました。常葉大学佐瀬竜一准教授の《
アイスブレイクのコツ》と題した講演・実演は様々
な場面で役立つ有意義なワークショップでした。

③ 2月21日のＩＭは、第3分区芹澤ガバナー補佐の案
内により、9クラブ260名余の多くのロータリアンの
ご参加を頂き、狭い式典会場や体育館での懇親会な
ど、他に類を見ないスタイルでの開催でしたが、新
潟産業大学経済学部蓮池薫准教授の《夢と絆》と題
した記念講演が好評で、無事に次回の富士宮RCにバ
トンタッチすることが出来ました。

④ 3月14日は沼津柿田川RC主催、4月12日は沼津北RC
主催の2クラブ合同例会が開催され、いよいよ5月29
日、2016年国際ロータリーソウル大会が韓国で開か
れている中、急遽指名された久松実行委員長の下、
創立25周年記念例会・祝賀会が、近隣クラブ・親ク
ラブやOB会員、ご家族のご支援を頂き開催されまし
た。次の30周年に繋げる思いを新たにしたところで
す。

⑤今期残念な思いは、期首26名でスタートし、8月ま

でに3名の新入会員があり、25周年までには30名と言
う目標が有ったのですが期末では4名退会により25名
となってしまう状況にあることです。7月には2名の
加入が予定されていますので、次年度会員増強の巻
き返しを皆さんと頑張りたいと思います。

あと1回例会がありますが、一年間ご支援ご協力を頂
き、有難う御座いました。

　幹事　杉山真一  君

　まずは、一年間みなさまに支えられ何とか幹事職
を務めることが出来ました事をお礼申し上げます。

　前回、2011～2012年の宮島年度でも幹事を務めさ
せていただき、2回目の幹事でしたが前回の幹事の時
とはだいぶ違った沼津西ロータリークラブにとって
は重要な年度を任され、多数の行事をこなす事で必
死な一年間でした。

　RI会長のテーマ「世界へのプレゼントになろう」
という私自身大変共感できるテーマの中、野口ガバ
ナーの充実した366日にという言葉のもと、当年度は
偶然にも閏年で366日間、楽しく、充実し、記憶に残
る年度になるように皆様と一緒に活動できたかどう
かこの一年間を幹事の立場から行事を中心に振り返
ってみたいと思います。

　まず、活動計画と予算組の面で周年記念事業を踏
まえた予算組みが必要で委員長・会長を含め充分な
協議をしましたが中々調整がつかず鮒の放流事業で
はフォーラムを行いました。

フォーラム後のアンケート結果から鮒の放流事業の
続行が決まり皆様の意見により、もっと大きい魚を
という意見のもと、前年・前々年のつくだ煮や甘露
煮用の養殖されているものではなく埼玉県の川魚漁
師さんより荒川水系や利根川水系から採取した鮒を
例年より少ない予算組の中から行うことが出来まし
た。

　次に、11月22日に行われたインターアクト指導者
講習会ですが当クラブも加藤学園のIACにとっても初
めての事業で最初は本当にどうなる事か心配でした。

当初、皆始めてのことで他分区の指導者講習会の資
料などを参考にマニュアルを作成させていただきま
した。反省すべき点は、奉仕プロジェクト委員会と
しての小委員会の開催を年度が始まる前より開催す
ることがなかなか聞き入れられず、そのため、活用
することが出来なかった事です。非常に力不足を感
じました。

実際は、加藤学園の顧問の先生との打ち合わせのも
と学生主体での素晴らしい指導者講習会が開催する
ことが出来て地区の内田インターアクト委員長にも
お褒めの言葉をいただき大成功に終わりました。

　上期で悔やまれる思い出は、やはり体調を崩して
クリスマス家族例会に出席できなかったことが悔や
まれます。

　最後に、大変至らない幹事で会員の皆様には多大
なご迷惑をお掛けしましたが、会員の皆様のロータ
リーの寛容の心、特に田村会長に支えられまして今
日ここに1年を振り返ることが出来ました。

　ご協力いただきました、ここにいる理事役員・各
委員長の皆様をはじめ沼津西ロータリークラブ全会
員の皆様、そして常に陰から支えてくれた事務局川
口さん。全ての皆様に感謝を申し上げ、わたくしの
ご挨拶とさせていただきます。一年間ありがとうご
ざいました。
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　　　　　　　             田村治義 会長 

　今晩は。本日は第25代会長職として、プロ
グラム通り、48回目最後の例会《開会点鐘》
を鳴らす事が出来ました。後は本村ＳＡＡの
ご指示により何時もより早めの《閉会点鐘》
を残すのみです。

　改めまして、杉山幹事、役員、理事、そし
て会員の皆様に支えられまして今日を迎えら
れました事に深く感謝申し上げます。 

　昨年7月2日の第1回目例会で、一回終了毎
に正の字を記して行く一年になろうかと思い
ます。と挨拶したことを思い出しますが、今
日で正の字が完成して、肩の荷が降りた思い
がいたします。

　さて、前回例会の「一年を振り返って」の
中で、今期残念なことは期末会員数が期首会
員数26名より1名減となること、とお話させ
て頂きましたが、7月早々の入会許諾を頂き
ました山本宜司さん、そして本日ゲストで2
回目のご参加を頂いた、尾島康夫さんの後任
永井克彦さんのお二人には、名古年度スター
ト月からご一緒出来る予定です。

　26日の日曜日、「清水テルサ」にて開催さ
れた、2016～17年度会員増強セミナーに次期
会員増強・維持委員長として出席して参りま
した。生子哲男ガバナー、岡本一八研修アド
バイザー、石上元久地区会員増強維持委員長
の挨拶の後、ＲＩ2750地区石井義興国際大会
推進委員会委員長（東京恵比寿ＲＣ所属）に
よります「会員増強をいかに実現したか」と
言う講演を拝聴しました。

　「どうすれば退会者を減らせるか」「会員
維持が最重要課題」の部分は当事者として反
省させられる内容でしたが、「会員増強委員

会の役割は増強を実施するだけの組織ではな
い。全会員一人ひとりが勧誘する責務がある
ことを浸透させる。これが一番重要」とのお
話で、全員参加の事業である事を再認識し、
皆様に改めて宜しくお願い申し上げます。

　

7月のプログラム

1193回 12:30
07月07日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長･幹事･副会
長　今年の抱負.　理事会②

1194回 18:30
07月16日(土)

かめや惠庵　前年度会長･幹事慰労
会　クラブ管理運営委員会　移動
例会　曜日変更

1195回 12:30
07月21日(木)

ﾆｭｰｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期
首訪問 クラブ協議会②

1196回 18:30
07月30日(土)

大手町会館　納涼例会(19:15～狩
野川花火大会) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員
会　移動例会　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

1192 回 27 名 25 名 -   92.59 % 

1190 回 27 名 19 名 2 名   77.78 %

●欠席者 (2 名 )　　

　鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　田村治義（6/26 増強セミナー）、重光 
純、成田みちよ（6/27 沼津柿田川RC）、頴
川ゆう子（6/28 北海道2500ロータリーEクラ
ブ）

会　　　長 田村治義 幹　　  事 杉山真一

広報委員長 重光　純 編　集　者 上野祥行

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48号
2016年6月30日

◆◆第1192 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

さよなら例会  クラブ管理運営委員会

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 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
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●スマイル報告 （本日のスマイル 28,000 円）
1.室伏博子：入会記念日のお祝いありがとうござい
ます。

2.田村治義、3.杉山真一：1年間、ありがとうござい
ました。

4.芹澤貞治：田村会長、杉山幹事、1年間御苦労様で
した。又、私ガバナー補佐に、暖かい御支援を頂き、
無事、明日より一会員となります。

5.芹澤和子、6.成田みちよ：芹澤ガバナー補佐、1年
間、ご苦労様でした。

7.名古良輔：田村会長、杉山さん、G補佐、1年間、
御苦労様でした。

8.宮島賢次：田村会長、杉山幹事、芹澤ガバナー補
佐、1年間、お疲れ様でした。ありがとうございまし
た。

9.本村文一、10.久松　但、11.植松　正、12.芹澤和
子、13.上野祥行、14.鈴木和憲：田村会長、杉山幹
事、一年間、御苦労様でした。

15.下原満知子、16.鶴田龍聖、17.神尾栄一、18.渡
邉勝也：田村会長、杉山幹事、一年間、お疲れ様で
した。

19.重光　純、20.頴川ゆう子、21.土屋昌之、22.室
伏博子：田村会長、杉山幹事、1年間、ありがとうご
ざいました。

23.成田みちよ：田村会長、杉山幹事、1年間、お疲
れ様でした。尾島さん、大沼さん、お世話になりま
した。

24.尾島康夫：田村会長、杉山幹事、1年間、お疲れ
様でした。私は本日で退会します。8年間、お世話に
なりました。

25.名古良輔：今月も、100キロ走りました。

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

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。

②ガバナー事務所より、7月のロータリーレートは、
１ドル＝102円です。

　さよなら例会

司会　成田みちよ  君

　開会の挨拶　鈴木博行 君

乾杯　芹澤貞治  君

会長ブレザー引継ぎ  

歓談中風景

退会挨拶  尾島康夫 君   退会挨拶 大沼裕之 君 

恒例の手に手をつないで

閉会挨拶　宮島賢次  君

一本締め　鶴田龍聖  君




