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　本日は2016-17年度の第一回例会です。沼津西RC
は26年目に入りました。そして新しい仲間を迎える
ことができることを、本当に嬉しく思います。

  今年度会長挨拶として何をお話させていただくか
を、まず最初に明らかにしておきたいと思います。
一ヶ月に四回ですから、4つのテーマを考えました。

  第一は、当然のことながらロータリークラブにつ
いてです。ロータリーの歴史、つまりは来し方、行
く末、ということでしょうか。今年度はクラブ細則
の変更も協議しなければなりません。私達のクラブ
は、どうあるべきなのか。ロータリークラブは、ど
うあるべきなのか。皆さんとともに考えていきたい
と思います。
 
　第二は、やはり健康についてです。一年間、みな
さまにはとにかく健康で毎週の例会に皆出席をして
いただくのが目標です。健康については情報が溢れ
ていますが、どうすれば健康的な毎日を送ることが
できるか。可能な限り調べてお伝えしたいと思いま
す。正直申し上げれば、お話する内容は決して耳に
心地よい話ばかりでは、当然ありません。健康であ
るためには、自己管理ということが必須要件となり
ますが、これが何より難しいことは、私のみならず、
みなさんも身にしみて感じていると思います。一年
間、無事故であることを心から願っています。その
ために夜間例会を昼間の例会といたしました。その
点を忘れることなく私自身一年間を送りたいと思い
ます。

  第三は、IT（情報技術）にまつわる話です。15年
前に会長を務めました時に、会報を手作りにしよう
と手探りの状態で始めました。15年の間に、世界は
様変わりしました。どのような歴史を辿ってきたの
か、これまた興味深いテーマです。

  第四は、一ヶ月に一冊のペースで読んだ本を紹介
したいと思います。アウトプットするには、その10
倍はインプットしないといけない、とはよく言われ
ることですが、今年は可能な限り様々な本を読んで
は、皆さんに紹介できれば、と思います。良い本を
読むために一番大切なことは、つまらない本を読ま
ないことだ、とはある哲人の言葉ですが、残された
時間は、誰にとっても限られていることは事実です。
私自身が巡りあった本を、ご紹介できれば、と願っ
ています。

  一年間、お付き合いいただけるよう、心からお願
い申し上げます。

7月のプログラム

1194回 18:30
7月16日(土)

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

1195回 12:30
7月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首
訪問 ｸﾗﾌﾞ協議会②

1196回 18:30
7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

8月のプログラム

1197回 12:30
8月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞ協議会 田
村前会長・杉山前幹事　理事会③

8月11日(木)
休日休会 　

1198回 12:30
8月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ年次大会参加報告 加藤学園IAC

1199回 12:30
8月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（規
定審議会の変更について）名古会長

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1193 回 27 名 24 名 -   88.89 % 

1191 回 27 名 24 名 0名   88.89 %

●ビジター

1.鈴木　幸彦様：沼津北RC会長

2.影島　山弘様：沼津北RC幹事

3.馬場　敏彦様：沼津北RC

●欠席者 ( 3名)

 久松　但、重光　純、下原　満知子

●他クラブへの出席者

 宮島賢次、杉山真一（7/4　沼津柿田川RC） 

 名古良輔、土屋昌之、久松　但（7/5　沼津北RC）

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 上野祥行

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー

◆◆第1193 例会　会長挨拶◆◆

2016～2017 年度

第26巻 1号
2016 年 7月 7日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

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　■■ 

 会長･幹事･副会長　今年の抱負　理事会②

● クラブテーマ ●
入会し　みんな幸せ　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　46,000 円)

1.鈴木幸彦、2.影島山弘：西クラブの皆様、１年間宜

　しくお願いします。

3.名古良輔、4.土屋昌之：これから、１年間宜しくお

　願いします。

5.杉山真一、6.神尾栄一：誕生日のお祝いありがとう

　ございます。

7.渡辺亀一、8.宮口雅仁、9.杉山真一、10.土屋昌之、

　11.上野祥行：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

12.山本宜司、13.永井克彦：本日入会しました、宜し

　くお願いします。

14.鈴木博行、15.名古良輔、16.鈴木和憲、17.成田み

　ちよ、18.宮島賢次、19.鈴木良則、20.芹澤貞治、

　21.植松正、22.本村文一、23.田村治義、24.鶴田龍

　聖、25.杉山真一、26.神尾栄一、27.頴川ゆう子、

　28.芹澤和子、29.井上武雄、30.渡邉勝也、31.上野

　祥行：名古会長、土屋幹事、１年間宜しくお願いし

　ます。山本様、永井様、入会おめでとうございます。

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本日は、理事会があります。理事の方は出席お願い

　いたします。

②次週は16日（土）かめや惠庵にて、前年度会長幹事

　慰労会となります。

③前年度委員長は、2015～2016年度委員会報告の原稿

　を7月21日（木）までに事務局に提出お願いします。

④７月のロータリーレートは、1ドル=102円です。

新 会 員 紹 介

　山本宜司　君 永井克彦　君

職　業

分　類
造園業 化学品製造業

事　業

所　名
㈲緑香苑

エヌ･イーケム 
キャット㈱

事業所 
地　位

代表取締役
執行役員 

沼津事業所長

業所所 
在　地

〒410-0822　沼津市
下香貫林ノ下1988

〒410-0314　沼津市
一本松678

事業所 
番　号

055-931-0408 055-966-1080

事業所

F A X
055-933-0888 055-967-2544

推薦者 宮島賢次 芹澤貞治

理 事 会 報 告

1.報告事項
①事務局員（川口さん）給与・事務所賃借料について
　事務局の引っ越しによる移転のため事務所賃借料が、

　変更ととなりました。

2.協議事項

①8月度のプログラムの件　クラブ管理運営委員長 
　宮島賢次君　 ⇒承認　　
②新入会委員の所属委員会について　　
　山本君・永井君共に、クラブ管理運営委員会の所属
　とする。　⇒承認　
③新入会員の座席について 　SAA　芹澤和子君
　推薦人と同じテーブルとする。　　⇒承認
④渡辺亀一君の出席規定の免除申請の件　　⇒承認
⑤2016-2017年度の役員改正に伴う報道について
　静岡新聞・沼津朝日に掲載依頼　　会長・副会長・
　幹事・各委員長・SAAを案内する　　⇒承認
⑥ IAC 年次大会の旅費の件
　バス代(各クラブで割り)及び、弁当代(5人)を支出
　する。　⇒承認
⑦規定審議会の決定による変更について
　8月25日のフォーラムで審議会で確定した事、問題
　点など会長より話していただき、まず会員に知って
　もらう。その後、皆で審議　⇒承認

会長･幹事･副会長　今年の抱負

　名古良輔　会長　　

  

今年のクラブテーマを「入
会し　みんな幸せ　ロータ
リー」と、しました。クラ
ブに入会していただいた会
員のみなさんに、沼津西ク
ラブに入って良かったと、

どうしたら感じていただけるか。それは会長の大きな、
そして永遠のテーマの一つです。

  そこで私は、この一年間の活動の基礎として掲げる
キーワードを、「尊敬」としました。アドラー心理学
では、教育、指導、援助が「自立」という目標を掲げ
るとき、その入口はどこにあるのか、という問いに対
して、答えはひとつ。「尊敬」です、としています。

(1) 尊敬とは、人間の姿をありのままに見て、その人

　が唯一無二の存在であることを知る能力のこと。

(2) 尊敬とは、その人が、その人らしく成長発展して

　いけるよう、気づかうこと。

(3) 尊敬なきところに良好な対人関係は生まれず、良

　好な関係なくして言葉を届けることはできない。

  この一年間、唯一無二の存在である会員一人一人の
方が、クラブ活動の中で輝き続けることができるよう
に気づかうことが、私に与えられた最大の使命です。
この目標に少しでも近づけるように、土屋幹事、宮島
副会長とともに知恵を絞り、役割を果していきます。



3

　

　土屋昌之　幹事

　　

　この度2016～2017年度の沼津
西ロータリークラブ幹事を仰せ
つかりました土屋昌之です。ま
ずは、１年間頼りない幹事であ
るかとは思いますが、よろしく

お願い致します。

　本日は、山本さん、永井さん、ご入会おめでとう
ございます。3年前の7月の第一例会で、上野さんと
共に入会式をさせていただいたことを懐かしく思い
出しました。あれから3年経ちましたが、最初は例会
の度に緊張しておりました。毎週木曜日になると身
が引き締まる緊張感があったのを思い出します。月
日と共にロータリーの素晴らしさ、楽しさを味わえ
る余裕も少しずつ生まれてきました。出会うことが
無かった人たちとの出会い、人前で話す機会をたく
さん与えていただける事。楽しい仲間とお酒を飲む
機会をたくさん与えていただけること。ロータリー
にはたくさんの素晴らしい事がありました。

　今年度からは今までと違ったロータリーの楽しさ
を与えていただきます。幹事という私にとっては、
大変な役職を与えていただきました。この1年間は、
入会当初の緊張感とは違った種類の緊張の日々かと
思います。しかし、1 年終わってみたら、すごい充
実感を味わえるよう頑張っていきたいと思います。

　今年度の国際ロータリーのテーマは Rotary 
Serving Humanity ( 人類に奉仕するロータリー）

です。正直、人類に奉仕するには何をしたらいいか
わからないのですが、幹事としてクラブの中では、
しっかりと奉仕していきたいと思います。名古会長
の（入会し　みんな幸せ　ロータリー）というテー
マをしっかりと理解し、会長の補佐として、会員皆
様の奉仕活動がスムーズに進むよう、楽しくしっか
りと奉仕していきたいと思います。

　又、ここ数ヶ月幹事として準備した経験の中で、
実務的に勝手ながら 2 つの目標をたてました。

　1 つ目は、4 月に 3 年に 1 度の規定審議会が行
われ、いくつかの重要な変更がありました。その規
定審議会の変更をしっかりと把握し、クラブ会員に
しっかりとお伝えし、細則の変更等ある場合は準備
を含め、しっかりと段取りを進めていく補佐をする
こと。

　2 つ目は、公共イメージ委員会との共同作業にな
りますが、マイロータリーの登録を含めロータリー
セントラルの使い方を理解していただく事です。良
いか悪いかは別として、今後のロータリー活動には、
ロータリークラブセントラルを使わないとできない
事もたくさん出てくるのではないかと感じたため、
これを2 つ目の目標にしました。

　以上となりますが、微力ではありますが努力し頑
張っていきますので、1 年間ご支援、ご指導の程、
よろしくお願い致します。

　宮島賢次 副会長

　(兼クラブ管理運営委員長) 

　副会長の役目は、「会長を
補佐し会長不在の時は代役を

する」という様な目立たない立場です。チャーター
メンバーである超ベテランの名古会長の補佐など烏
滸（おこ）がましい限りであります。また、会長の
代わりに出番が多くても芳しい状態とは言えません。
従って、陰で支える存在で、稀に意見を申し上げ、
稀の代役を一生懸命に熟（こな）したいと考えてお
ります。

　副会長と共にクラブ管理運営委員会委員長を仰せ
つかっておりますが、これがメインの役割で、2回目
になりますが中々忙しい委員会であります。

　手引きの中に「委員長は、リーダーシップを発揮
して、目標達成に向けた委員会の活動を効果的に導
く必要があります」、「クラブの力と会員の関心を
考慮に入れた上で、クラブの戦略計画を支えるよう
な目標を立てましょう」とあります。

　目標は活動計画にお示ししました。主には、「例
会を、会員がロータリーを体験する主な場であり、
参加型の楽しい例会とすることが重要です。会員が
積極的に参加できる環境を作り出すことによって、
地域社会での奉仕活動も活発になり、入会希望者や
ロータリーに関心を示す人を増やします」というも
ので、これを実行することがクラブの為、会長の補
佐になるものと信じ、お役目を全うしたいと思いま
す。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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

本村（　３　） 尾島（　３　） 大沼（　１　）

植松（④）＋１ 上野（　④　）

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

久松（　④　) 宮島（④）+１

室伏(　２　) 名古(3,1)+１ 成田(④)+２ 芹澤和(　④　)

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

田村（④）+２ 土屋（④)+１ 鶴田(　④　) 渡邉勝(　３　) 渡邉亀(　３　)

例会出席％　　　88 . 33 　% 地区報告％     86 . 11　　%

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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名古良輔 会長　

　人間の体は、とても不思議です。その精密さは、
人間技とは、とても思えません。

  ギリシャ神話に有名な、「スフィンクスのなぞ
なぞ」があります。フェキオン山のスフィンクス
が通りかかる人間に問いかけたという「朝は四本
足、昼は二本足、夕は三本足。この生き物は何
か？」というなぞなぞです。

  答えられなかった者はスフィンクスに食い殺さ
れたそうですが、ある旅人（オイディプス）が正
解を答えるとスフィンクスは崖から身を投げたと
いいます。このなぞなぞの答えは「人間」。赤ん
坊の頃は四つん這い、やがて二本足で立つように
なるが、老人になると杖を突くので三本足になる、
というわけです。

  このなぞなぞでの「朝」「昼」「夜」は人間の
一生を一日に例えた比喩的表現だそうですが、15
年前の自分の写真を見て、これが同じ自分とは、
とても信じられない思いです。

  眼の見え方も例外を免れません。自分自身も今
年に入って目の疲れがひどくなりました。いろい
ろ調べたのですが、要は老眼が進み眼の状態が様
変わりしていたのです。眼鏡が合わなくなったの
です。

  近視性不同視の私は、試行錯誤の末、結局のと
ころ右目だけにコンタクトレンズを装用し、両眼
ともに -3.0D 程度の近視に揃えたところ、一日
仕事をしても疲れなくなりました。遠くはよく見
えませんが、仕事では近くだけ見えれば問題ない
ので、これで良いのです。遠くがよく見えること
が良いことだとは、私の場合には当てはまらない
のです。何事も欲張ると、碌な事がありません。

  特殊な器械でピントを合わせる筋肉の状態を調
べると、多くの眼精疲労の患者さんで、メガネが

合わずに調節緊張症の状態になっていることがわ
かります。目がショボショボし、肩こりがひどく、
頭が痛くなります。自分自身が体験してみて、そ
の辛さが実感できました。

  対応できる範囲が何事にも年とともに狭まって
いる、ということです。
  

7月のプログラム

1195回 12:30
7月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首
訪問 ｸﾗﾌﾞ協議会②

1196回 18:30
7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

8月のプログラム

1197回 12:30
8月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞ協議会 田
村前会長・杉山前幹事　理事会③

8月11日(木)
休日休会 　

1198回 12:30
8月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ年次大会参加報告 加藤学園IAC

1199回 12:30
8月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（規
定審議会の変更について）名古会長

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 27名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1194 回 26 名 18 名 -   69.23 % 

1192 回 27 名 25 名 0名   92.59 %

●欠席者 ( 8名)

  頴川ゆう子、久松　但、井上武雄、本村文一、 

  永井克彦、重光　純、鈴木良則、上野祥行

●他クラブへの出席者

  久松　但（7/14　富士山吉原RC）

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 上野祥行

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー

◆◆第 1194 例会　会長挨拶◆◆

2016～2017 年度

第 26巻 2号
2016年7月 16日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

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　■■ 

前年度会長･幹事慰労会

● クラブテーマ ●
入会し　みんな幸せ　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



2

●スマイル報告 (本日のスマイル　25,000 円)

1.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.名古良輔：1年間、御苦労さまでした。

3.土屋昌之：前年度、田村会長、杉山幹事、1年間ご

  苦労さまでした。

4.芹澤貞治：前年度、田村会長、杉山幹事、御苦労様

  でした。ガバナー補佐の大役も、皆様の協力で、無

  事に終わりました。今年度は、少しゆっくりと、ロ

  ータリーを楽しませて頂きます。

5.田村治義：一年間、ありがとうございました。

6.杉山真一：皆様、一年間、ご協力、ありがとうござ

  いました。本日は、慰労会、ありがとうございます。

7.宮島賢次、8.植松　正、9.芹澤和子、10.成田みち

  よ、11.下原満知子、12.神尾栄一：前年度、田村会

  長、杉山幹事、1年間ご苦労さまでした。

13.鶴田龍聖：全役員の方々、大変御苦労様でした。

14.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沼津柿田川ＲＣ

　7月18日（月） 祝日休会

　＊サインのみＭＵ受付は例会場休館の為ありません。

②富士宮ＲＣ

　７月18日（月）祝日休会

②沼津北ＲＣ

　7月19日（火）夜間例会（ＭＵ受付　11:30-12:30）

2.報告・連絡事項

①前年度委員長は、8月4日(木)の2015-16年度委員会

  報告の原稿を、次週7/21までに事務局にご提出くだ

  さい。

　前年度会長･幹事慰労会 （かめや惠庵）

司会　

   　  開式の挨拶               乾杯の挨拶     

前年度の役員に感謝を込めて

宴会風景

カラオケ大会

手に手をつないで

閉会の挨拶
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名古良輔 会長　

　今年度RI　ジョン・F・ジャーム会長のテーマは、
「人類に奉仕するロータリー」です。100年前に産声を
上げたロータリー財団によるポリオ撲滅運動も、ゴー
ルまで、あともう少しのところまで来ました。
WHO、CDC、そしてビル&メリンダ・ゲイツ財団との共
同活動であるポリオ撲滅運動は、大きな成功事例とし
て歴史に残るはずです。ジャーム会長は、さらなる募
金活動にハッパをかけています。
　しかし、ロータリーの友誌　7月号「チャタヌーガ
を支えて生きる」を読むと、ジャーム会長が地域社会
での問題点を地道な努力で解決してきた様が、活写さ
れています。いきなり人類に奉仕するまでに至ったわ
けではないのです。
　この記事を読むと想い出すのは、古き好きアメリカ
人が持つ自助の精神です。石職人だった父親は、シャ
ベルとリヤカーで基礎を築き、自らの手で家族が住む
家を建てました。仕事でのジャーム氏の倫理観は、子
供の頃に形成されたのです。両親が大学の授業料を払
う余裕がなかったため、職業訓練校に通った後、機械
工場や大学寮の食堂で働きながら、ノックスビルにあ
るテネシー大学で学び、卒業後はアメリカ空軍に入隊、
軍役が終わって故郷のエンジニア会社に就職。そして
努力の末、会長兼CEOに就任しました。
　ジャーム氏自身の父親も、成人してからポリオに罹
患しています。こうした経験を糧に、ジャーム氏は地
元における様々な問題を、一つ一つ解決していくので
す。輸血用血液が足りないという現状には、Blood 
Assurance。障害者雇用のためのリサイクル工場。大
学に通うことができない学生のためには、「First in 
the Family 」プログラム。
　ジャーム氏の持つリーダーシップの三要素。「常に
紳士的」、「誰にでも親身」、そして「何でも達成す
る」を我々は学ぶ時です。
　そして今年度のクラブテーマを私は、「入会し　み
んな幸せ　ロータリー」としました。地球規模の活動
にロータリークラブが関われば関わるほど、足元のク
ラブの仲間こそがロータリークラブの原点だ、という
思いからです。調査によると、会員がロ ータリーに
留まり続ける 第一の理由は、会員同士の友情と交流
ですし、退会した会員の 53 ％ は、クラブのリーダー
から意見や提案を求められたことが無かったと答えて
います。入会した会員が、他のメンバーを素直に仲間
と思い、信頼し、どうしたら相互に貢献できるか。今
年の私に与えられた一番のテーマです。 

7月のプログラム

1196回 18:30
7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

8月のプログラム

1197回 12:30
8月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞ協議会 田
村前会長・杉山前幹事　理事会③

8月11日(木) 休日休会 　

1198回 12:30
8月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ年次大会参加報告 加藤学園IAC

1199回 12:30
8月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（規
定審議会の変更について）名古会長

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 27名）
例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1195 回 27 名 22 名 -   81.48 % 

1193 回 27 名 24 名 2名   96.30 %

●ゲスト　
1.前島正容様：静岡第三分区ガバナー補佐(富士宮RC)
2.佐野和義様：静岡第三分区ガバナー補佐事務局
（富士宮RC）
●欠席者 ( 5名)
頴川ゆう子、久松 但、神尾栄一、室伏博子、重光 純
●他クラブへの出席者
重光 純、成田みちよ（7/19　沼津北RC）
●スマイル報告 (本日のスマイル　45,000 円)
1.土屋昌之：誕生日のお祝いありがとうございます。
2.名古良輔：前島G補佐、佐野事務局、ようこそお越し下
さいました。御指導お願いします。
3.土屋昌之：前島ガバナー補佐、佐野事務局様、本日は
よろしくお願いいたします。
4.芹澤貞治：前島ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお
願いします。一年は短い様で、長く長い様で、短いです。
健康にご留意下さい。
5.鈴木良則、6.本村文一、7.宮島賢次、8.井上武雄、9.
芹澤和子、10.杉山真一、11.成田みちよ、12.田村治義：
前島ガバナー補佐、佐野事務局様、本日はよろしくお願
いいたします。
13.宮島賢次：慰労会、ありがとうございました。
14.植松　正：先日は、慰労会にて結構な品を頂き、あり
がとうございました。
15.名古良輔：事務局川口さん、面倒をかけました。

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 上野祥行

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー

◆◆第 1195 例会　会長挨拶◆◆

2016～2017 年度

第26巻 3号
2016年7月 21日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

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　■■ 

 ガバナー補佐期首訪問 ｸﾗﾌﾞ協議会②

● クラブテーマ ●
入会し　みんな幸せ　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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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等
①富士宮西RC　7月22日（金）特別休会
　　　　　　　7月29日（金）例会場変更　納涼例会　
　　　　　　　志ほ川バイパス店において夜間例会
②沼津RC　7月29日（金）⇒裁量休会　＊MU受付
　　　　  11:30～12:30　沼津リバーサイドホテルにて

2.報告・連絡事項
①前年度委員長は、8月４日(木)の2015-2016年度委員会報
告の原稿を、本日までに事務局にご提出ください。
②次週例会は30日（土）で、大手町会館にて例会、狩野川
花火大会で懇親会となります。

沼津西RC　前島正容ガバナー補佐期首訪問

　

　本日、沼津西ロータリークラブ
の例会にガバナー補佐として富士
宮ロータリークラブから出向した
前島正容と申します。随行者は富
士宮ロータリークラブ佐野和義で
す。どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
　昨年度、沼津西ロータリークラ
ブは、芹澤ガバナー補佐を中心に
分区に対し、見事な事業運営をさ
れ、また素晴らしいIM等の開催に、

心から敬意を表するとともに厚く御礼申し上げます。
  さて、本日は、最初に生子ガバナーからの伝達、次に貴
クラブの事業について、最後に私の考え等をお話しいたし
ます。まず釈迦に説法ですが・・
【ロータリー　一口メモ】
ロータリアンとは　全世界に120万人のロータリー会員を指
し、各地域でボランティア活動などの社会貢献を行うロー
タリークラブ　数は34,000以上、選ばれた会長のリーダー
シップの下で、次期会長、役員、理事会、各委員会によっ
て運営される。
　国際ロータリー（RI）これらのクラブが集まる世界的ネ
ットワーク。クラブからの会費によって、各クラブにリソ
ースや研修、プログラムを提供します。
　地区　世界には約530の地区。地区内のクラブから選ばれ
た地区ガバナーのリーダーシップの下、地区はクラブ同士
の協力を促したり、ロータリーのリソースをクラブに提供
します。
　ゾーン これら530地区がさらに34のゾーンに分かれる。
◆生子ガバナーから10の目標　ジョンFジャームRI会長の指
針から【ロータリー戦略計画】
１. 会員増強　２．マイロータリーの活用　３．ロータリ
ー財団寄付　４．ロータリー米山記念奨学会の支援 ５．ロ
ータリー公共イメージの向上　６．地区事業への支援と理
解　７、RI会長への挑戦　８．地区大会11月19日~20の参加 
９．ポリオ撲滅　10．アトランタ国際大会への参加これら
につきましては、ガバナー公式訪問時に詳細な提案があり
ます。そうした中で、本日、特にお願いしたい事は
①新たな組織図について
・地区としての長期戦略計画を検討するために戦略検討委
員会がガバナー直轄の形で新たな位置づけとなった
②分区内各クラブの活動活性化について
・青少年奉仕補助金の活用をしてほしい
・青少年交換学友・財団学友・米山学友のクラブ卓話への
招へいのお願い
③広報・IT関係について
・各クラブの社会貢献活動を積極的にメディアで紹介して
いただけるように心がける。
④地区大会１日目（11月19日）の「会長・幹事会」と「RI
会長代理歓迎晩餐会」
・地区大会１日目の「会長・幹事会」と「RI会長代理歓迎
晩餐会」は、ガバナー補佐、クラブ会長・幹事及び地区役
員は出席する。
⑤各委員会におけるセミナーへの参加
・IT広報、会員増強維持、職業奉仕各委員会等のセミナー
への参加。
⑥IM対応について
・ガバナー補佐主催の分区内最大のイベントがIM。分区内
の絆を強めて交流と親睦を深める
⑦RI会長賞への挑戦とMY ROTARYの活用

・2016～2017年度の会長賞にチャレンジする。
同時にMY ROTARYを多くのﾒﾝﾊﾞｰが活用できるようにする。
◆次に沼津西ロータリークラブの諸事業について
沼津西RCは1991年　沼津北クラブをスポンサークラブ創立
25周年　創立時会員数は26名
現在会員数は、27名　うち女性会員は5名(18.5%)。
在籍している創立時会員　鈴木良則会員　鈴木博行会員 
名古良輔会員の三名
年代別構成 40代:32%、50代:24%、60代:24%、70代:9%、 
80代:11%、
マルチプルポール・ハリスフェロー2名　ポールハリス・フ
ェロー25名 　ベネファクター25名　
・これまでの主な活動内容
2009年　インターアクトクラブ創設　加藤学園高等学校
・持続する奉仕活動プロジェクト　
これらは地元の新聞に活動を毎年掲載してもらっている
①1994年から沼川への鯉の放流⇒環境変化の問題から継続
が困難となり、中止を検討中。
②2002年から千本浜清掃活動（インターアクト部員、並び
に沼津特別支援学校の生徒さんも参加）
③2008年からベトナム枯葉剤被害者支援活動
④25周年記念事業として、ロータリー財団地区補助金を活
用し、沼津西RC杯少年サッカー大会杯を創設
・特徴ある活動の一つとして【会報委員会活動】
16年前から週報作成を内製化。ただ手作りにするだけでな
く、インターネットを最大限に活用、TELEWORK 今で言う在
宅勤務方式を導入した。
　毎年変わる 6 名の会報委員は、ネット上の仮想会議室に
おいて、原稿のチェック、ワープロを用いた印刷ファイル
の作成を行っている。一度も顔を合わせること無く、全て
をネット上で完結しています。用いる環境、ソフトは全て
オープンなものを使用している。特定の会社の製品に縛ら
れること無く、この15年間継続して毎週欠かさず週報を発
行してきた。
　そして完成した週報は、速やかにPDF化してホームページ
上に掲載、保存している。会員への配布は、印刷物を希望
する会員、そしてPDF化したファイルのみの会員に別れるが、
印刷物を減らす方向で努力中。
　こうしたシステムは、クラブにおけるあらゆる活動に有
効活用している。
　理事会のML（メーリングリスト）、クラブ管理運営員会
のMLなど委員会ごとのMLを立ち上げて、情報の伝達・確認
をネット上で行っている。意見の交換、計画の進捗状況の
確認などなど、我がクラブでは常時メールのやり取りで活
動状況が各委員に把握され、円滑なクラブ活動に寄与して
いる。
◆結びに前島正容ガバナー補佐から　　
まず、地区目標のうちの重点を列記します。
1.会員増強・維持：増強は組織を継承する為の原点です。
「地域をよくしたい」「困っている人に手を差しのべる」
一緒に活動したいと思えるような人格を持った会員の加入
と維持を目指しましょう。関連して2016年RIでは規定審議
会が開催され、大きな変化があった。
2.ロータリー財団への協力：ロータリークラブ111年の崇高
な奉仕を世界は待っています。その原動力は一人ひとりの
寄付行為の上に立っています。ロータリーは、今、世界に
コミットメント(公約)できる、かけがえのない貴重な団体
に育った証です。
3.ITの推進：各クラブからIT推進者を選抜してください。
大きな変貌を遂げている世界、その原点は「IT：
INFORMATION TECHNOLOGY・情報技術」です。まず身近なと
ころから始め、全会員が情報を享受できる体制を目指しま
しょう。ロータリーは世界に開かれています。
マイロータリー登録、ロータリーセントラル、ロータリー
カード、ロータリー公共イメージ向上の推進。
4.IMの開催：2017年2月26日、テーマは富士宮RCが永年培っ
てきた「青少年育成」と「各クラブ事業」
　第一部：青少年プログラム・「高校生」に絞って発信
①富士宮高校会議所　②富士宮ロータリー奨学生  
③江八幡RC・八幡商業高校「三方よし」実践  ④神奈川
2590地区の国際青少年交換学生 等々との連携から。
・県東部地区に発足したプロサッカーチーム「アスルクラ
ロ」とエコ・サッカーボール事業を通じて国際交流事業。
台北東海RCと、台湾の日本人サッカー指導者を軸に、子供
たちと一緒に「サッカーボールの再活用」を通じた人道的
支援を模索する。
　第二部：第3分区9クラブの事業紹介をする
各クラブのIT推進者が PPT を作成し、それを富士宮RCが編
集して報告する。

前島正容ガバナー補佐
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    名古良輔 会長　

　本日の納涼例会は、「沼津夏まつり・狩野川花
火大会」観覧といたしました。

  

  沼津夏まつりも今回で第 69 回を迎えます。昼
はしゃぎりの競演やみこし渡御（とぎょ）、郷土
太鼓の演舞により街が活気に包まれます。花火大
会は、市街地で行われるものとしては東海地方随
一の規模を誇り、2日間で約 10,000発（昨年実
績）の花火が多彩なプログラムで沼津の夏の夜空
を鮮やかに彩ります。戦後の復興期に他都市に先
がけて始まった狩野川花火大会。市街地で打ち上
げられる花火大会としては東海地方随一で、市外
からも多くの人々が訪れます。

  広報沼津によれば、「沼津御用邸において、最
も滞在頻度が高かった昭和天皇は、沼津の海や自
然、また地元住民とも親しまれる機会が多かった
といわれます。今上天皇は疎開生活や戦後の復興
期の利用が多く、狩野川花火大会を幾度となくご
覧になるほか、市内各地に出かけられました。隣
地の学習院遊泳場にも多く滞在されました」とあ
ります。

  さて天皇陛下をなんとお呼びするのか。調べて
みると、なかなか難しいのです。今上天皇（きん
じょうてんのう）とは、現に在位する天皇を示す
呼称である、とありますが、『そもそも明治天皇
が一世一元の詔を発布する前は、天皇在位中の改
元は普通であり、諡号（しごう）が元号と同一で
あるのは、明治以降では先の3代の天皇のみの事
情である。また、2014年現在、今上天皇崩御後に
「平成天皇」という諡号が贈られることが確定し
ているわけではない。「○○（元号）天皇」とい
う呼称自体の使用を崩御後に限定し、存命中の使
用を禁じている法令は存在しない。しかし、元号
を用いた諡号は、あくまでも不確定であるため、
存命中に使用するのは不正確である』との記載も
あります。

　難しいことはさて置き、今上天皇もご覧になっ
た狩野川花火大会を、今夜はみんなで楽しみま
しょう。

8月のプログラム

1197回 12:30
8月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞ協議会 田
村前会長・杉山前幹事　理事会③

8月11日(木) 休日休会 　

1198回 12:30
8月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 加藤学園ｲﾝﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ年次大会参加報告 加藤学園IAC

1199回 12:30
8月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（規
定審議会の変更について）名古会長

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 27名）
例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1196 回 26 名 18 名 -   69.23 % 

1194 回 26 名 18 名 3名   80.77 %

●欠席者 ( 8名)
  久松　但、宮口雅仁、室伏博子、成田みちよ、
  重光　純、鈴木良則、田村治義、山本宜司

●他クラブへの出席者
  久松　但（7/22 沼津RC）
  宮島賢次、宮口雅仁、鶴田龍聖（7/23 米山梅
  吉記念館）
　頴川ゆう子（7/25 北海道2500ロータリーEク
  ラブ）
  田村治義（7/26 沼津北RC）
  成田みちよ （7/29 沼津RC）

●スマイル報告 (本日のスマイル　1,000 円)
1.名古良輔：納涼例会、みなさんで花火を楽しみ
  ましょう

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 上野祥行

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー

◆◆第1196 例会　会長挨拶◆◆

2016～2017 年度

第26巻 4号
2016 年 7月 30日

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

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　■■ 

納涼例会(19:15～狩野川花火大会) 

● クラブテーマ ●
入会し　みんな幸せ　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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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等
①沼津柿田川RC
　8月01日（月）⇒夜間例会

2.報告・連絡事項
①ガバナー事務局より
　8月のロータリーレートは、1ドル＝102円です。

納涼例会(19:15～狩野川花火大会)

　




