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今日の話は、スマホは危ないです。スマホばかりを
いじっていると、どんな症状に悩まされるか。

(1)まずは首への負担です。
　スマホを使うときは、どうしてもうつむきがちで
す。これは背骨に過度の負荷をかけるため、首の疲
れや痛み、肩こりや頭痛などさまざまな症状を引き
起こします。このような状態が長く続くと、骨と骨
の間にある軟骨でクッションの役割を果たす椎間板
に、変性が起こる可能性があります。これは意外と
重要なのです。

(2) 次は目に対する負担です。「近視」「コンピュ
ータービジョン症候群」：目が疲れるスマホの利用
時間が長いとどうしても小さな画面を見つめる時間
が長くなります。それがあまりに度を過ぎると、目
に悪影響を及ぼします。
近年、スマホの使い過ぎで目が痛い、視界がかすむ、
頭が痛いなどの症状を訴えて受診する患者が、慢性
的にあふれています。
これらの症状は「コンピュータービジョン症候群
（Computer Vision Syndrome：CVS）」と呼ばれる
ものですが、スマホの利用でその患者数が急増して
いると考えられています。
最も一般的な症状は、以下になります。
眼精疲労、頭痛、視界がぼやける、ドライアイ、首
と肩の痛みCVSを軽減するためには「20-20-20ルー
ル＝20分ごとに、20フィート（6メートル）スクリ
ーンから離れて、20秒間休憩する」ことを心がけま
しょう。

(3)最後は不眠症です｡「睡眠不足から肥満、がん」
スマホから出る人工のブルーライトを特に夜間に浴
びると、メラトニンという睡眠を促すホルモンの分
泌に影響し、睡眠障害をきたすことが懸念されてい
ます。
メラトニンは朝日を浴びると分泌が抑えられ、その
後約14～16時間後に分泌されるホルモンで、脈拍や
体温、血圧などを低下させ、体に睡眠の準備ができ
たことを認識させて自然な眠りに導きます。朝7時
に起きると夜の9～11時ごろに眠くなるのは、この
メラトニンの作用によります。
あらゆる種類の光にメラトニンの分泌を抑える効果
がありますが、ブルーライトの威力は特に強力です。
さまざまな研究から睡眠不足が肥満、がん（乳がん、
前立腺がん、大腸がん）、糖尿病、心臓病などの病
気のリスクになると指摘されています。
また睡眠不足は短期記憶、学習能力の低下を招き、
ネガティブな感情を増幅させたり、自尊心や幸福感、
活力の低下や不安、抑うつを強めるともいわれます。

厚生労働省によると、日本人成人の約21％、つまり
5人に1人が不眠に悩んでいるとの調査結果もあるう
え、恐ろしいことに子どものうち4～5人に1人が睡
眠習慣の乱れや睡眠障害など何らかの睡眠問題を抱
えているといいます。
子どもが真似しないようにするためにも、就寝前に
スマホを見るのは避けるべきです。

10月のプログラム

1205回 12:30
10月13日(木)

米山梅吉記念館　米山奨学生卓話 
移動例会

1206回 12:30
10月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブフォーラム
③　広報委員会

1207回 18:30
10月28日(金)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　
沼津4クラブ合同例会　ガバナー補
佐訪問 移動例会　時間・曜日変更

11月のプログラム

11月03日 祝日休会

1208回 12:30
11月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  広報・ＩＴ推進
ｾﾐﾅｰ報告 広報委員会  理事会⑥

1209回 12:30
11月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ロータリー財団
奨学生卓話　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1210回 12:30
11月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
地区大会参加者

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

1204 回 26 名 22 名 -   84.62 % 

1202 回 26 名 20 名 1名   80.77 %

●欠席者 ( 4名)
　久松　但、成田みちよ、下原満知子、頴川ゆう子
●他クラブへの出席者
　宮島賢次（9/27　沼津北RC）
●スマイル報告 (本日のスマイル　21,000 円)
1.宮島賢次、2.渡邉勝也:誕生日のお祝いありがとう
ございます。
3.本村文一:入会記念日のお祝いありがとうございま
す。
4.鶴田龍聖:入会記念日のお祝いありがとうございま
す。メンバーの方々のご指導宜しくお願いします。

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 神尾栄一

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー
2016～2017 年度

第 26巻 12号
2016 年 10月 6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　■■ 

 財団セミナー報告　ロータリー財団委員会　

● 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

◆◆第 1204 例会　会長挨拶◆◆
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5.上野祥行:家族の誕生日のお祝いありがとうございま
す。
6.名古良輔、7.土屋昌之、8.田村治義:ロータリー財団
委員長、植松さん、セミナー報告、よろしくお願いしま
す。
9.名古良輔：9月は、107.34Km走りました。19ヶ月連続
100km達成です。
10.鈴木良則、11.本村文一：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
　10月07（金）外部事業見学　高砂酒造
②沼津柿田川RC
　10月10日（月祝）⇒祝日休会（サインＭＵ無し）
③富士宮RC
　10月10日（月祝）祝日休会
④新富士RC
　10月11日（火）特別休会
2.報告・連絡事項
①本日は、理事会があります。理事の方はよろしくお
願いします。
②次週13日は、米山梅吉記念館にて移動例会です。
③ガバナー事務所より。10月のロータリーレートは1
ドル＝102円です。

理 事 会 報 告

1, 報告事項
　なし
2, 協議事項
①11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
②11.12月の席次表の件　ＳＡＡ　芹澤和子君
誕生月順⇒承認
③クリスマス家族例会における寄付の件　奉仕プロジ
ェクト委員長　久松　但君
次回理事会で詳細決める⇒承認
④地区大会、出席義務者の登録料等について
　⇒承認
⑤クラブ細則の変更について　会長　名古良輔君
細則の変更を20日（木）の例会時に総会を開くスケジ
ューリングで進める⇒承認
⑥ロータリー財団奨学生卓話（11/17）の謝礼の件
・卓話者に対し謝礼金支給（前年同額）⇒承認

地区ロータリー財団セミナー報告

　　　ロータリー財団委員長　植松　正君　

地区ロータリー財団セミナーは、7月31日（日）に、
静岡市のグランシップで開催されました。セミナーに
は、生子哲男ガバナー、各分区のガバナー補佐をはじ
め、地区役員、各クラブの会長及び財団委員長が出席
し、180人定員の会場は満席となっておりました。

生子ガバナーの挨拶にはじまり、中山正邦アドバイザ
ー（パストガバナー）より、ロータリー財団の100年
の歴史と今後の使命に関してお話しをいただきました。
続くプログラムは、ロータリー活動の活動全般につい
ての説明ならびに活動報告と、本年度の地区補助金活
動の注意事項の連絡の二部構成でした。

はじめに、曽根財団委員長より、各クラブに100周年
を記念する事業を実施し、その際100周年のロゴを明
示し、地域にロータリー財団の存在と意義を知らしめ
るよう要請がありました。

続いて、望月副委員長より、財団の活動と、それを支
える寄付に関しての説明がありました。具体的には、
年次基金、恒久基金、使途指定寄付の違い、それが地
区補助金やグローバル補助金等へどのように配分され
るかについてです。

その後は、ロータリーカード、ポリオプラス、地区補
助金、世界平和フェロー、事業研修チーム、山静学友
会等について、各小委員長より報告がありました。最
後に、財団委員会事務局より、地区補助金活動におけ
る事務的な注意事項の説明を受け、カバナーの講評を
いただき、2時間半のセミナーは終了となりました。

今回初めて財団セミナーに参加し、当クラブの委員会
活動において、３つの必要性を感じました。一つ目は、
財団寄付金の構造について会員に理解を深める努力、
２つ目は、寄付する意義を実感できるよう活動報告を
聞く機会を設けること、３つ目は地区補助金事業の有
効活用です。今後フォーラム等の機会に、会員の皆様
のご意見を賜りたいと思っております。

以上

　

　　　真剣にセミナー報告を聞く会員の様子
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　みなさんはインドネシア、というと何を連想され
ますでしょうか。私にとってインドネシアというと、
まず思い浮かぶ言葉は、モルッカ諸島なのです。モ
ルッカ諸島はインドネシア共和国のセラム海とバン
ダ海に分布する群島であり、歴史的に「香料諸島 
(Spice Islands)」として特に西洋人や中国人の間
で有名でした。
  この地域が、どれほど近代の誕生に大きな影響を
与えたかを説かれたのが、川勝平太氏、現在の静岡
県知事です。1999年7月から9月に放映された、国際
日本文化研究センター川勝教授によるNHK人間講座、
「近代はアジアの海から」を、毎週楽しみに私は観
たものです。とても新鮮でした。内容を要約すると、
以下のとおりです。13世紀モンゴルがユーラシア大
陸を席巻します。そして、その元帝国に滞在し、そ
の豊かさに驚いたヨーロッパ人が、ジェノバの人、
マルコポーロだったのです。彼は陸路、絹の道を通
って中国にたどり着き、元の世祖フビライに厚遇さ
れ17年間中国各地を旅し、その豊かさに仰天したの
です。海路帰国し、1295年ジェノバで執筆したのが、
「東方見聞録」というわけです。
　その後の14世紀、モンゴルがヨーロッパにもたら
したもの、それは危機だったのです。総人口の1/3
が死亡したと言われるペストは、もともとは中国南
部の風土病だったと言われます。それをヨーロッパ
に持ち込んだのがモンゴルだったのです。ヨーロッ
パ人は、何としても海洋アジアに行き胡椒・香辛料
を手に入れなければならなかったのです。それは教
会管理の薬局でペストに対する特効薬として販売さ
れていたのです。
　なかでもヴェネツィアは、モンゴルやトルコによ
って伝統的な東西陸路が破壊された後の西暦1200年
から1500年の間、アレクサンドリアなどの港への地
中海航路を支配し、イスラム商人と取引することに
よって、ヨーロッパにおける香辛料貿易を独占しま
した。 ヴェネツィアによる高収益取引の独占支配
に変わる手段を発見するための報奨金が、ヨーロッ
パの大航海時代への最も重要な要因だったのです。
香辛料がヨーロッパにおいて高い価値を持ち、大き
な収入を上げられるため、オランダ、イギリスはす
ぐにこの地域において独占権を得ようと争いに加わ
りました。 小さな諸島を支配するための争いは、
代替地がいろいろある中でマンハッタン島をオラン
ダがイギリスに譲渡することで、ようやくバンダ諸
島の支配権を確立するほど熾烈を極めました。
　香辛料諸島に到達したことは、グローバル市場及
び資源を支配するために、ヨーロッパ諸国が海事力
増強を競う世紀への起爆剤となったのです。フラン

ス及びイギリスが、その種子を略奪し、自身の統治
領であるモーリシャス、グレナダなど他の場所に植
えたため、香辛料がよりありふれた容易に供給でき
る商品となったことで、ぼろぼろにされた神秘の香
辛料諸島は、最終的にその役割を終えたのです。

まさに、近代はアジアの海から、始まったのです。

10月のプログラム

1206回 12:30
10月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブフォーラム
③　広報委員会

1207回 18:30
10月28日(金)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　
沼津4クラブ合同例会　ガバナー補
佐訪問 移動例会　時間・曜日変更

11月のプログラム

11月03日 祝日休会

1208回 12:30
11月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  広報・ＩＴ推進
ｾﾐﾅｰ報告 広報委員会  理事会⑥

1209回 12:30
11月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ロータリー財団
奨学生卓話　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1210回 12:30
11月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
地区大会参加者

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

1205 回 25 名 20 名 -   80.00 % 

1203 回 26 名 23 名 2名   96.15 %

●ゲスト
  1.プトリ　クスマ　スギアント様
  2.木内昭夫様:伊豆中央RC

●欠席者 ( 5名)
　久松　但、永井克彦、成田みちよ、鈴木和憲、
　鶴田龍聖

●他クラブへの出席者
　頴川ゆう子、久松　但、芹澤和子、下原満知子、 
　鈴木和憲、上野祥行（10/7　沼津RC）
　頴川ゆう子(10/9　北海道2500ロータリーEクラブ)

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 神尾栄一

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー
2016～2017 年度

第 26巻13号
2016年10月13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　■■ 

米山梅吉記念館　米山奨学生卓話　移動例会 

● 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

◆◆第 1205 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告 (本日のスマイル　12,760 円)
1.木内昭夫様（伊豆中央RC）：本日は、米山奨学生 プト
　リさんを、お招きいただき、ありがとうございました。
2.名古良輔、3.土屋昌之、4.鈴木良則、5.植松　正：本
　日は、スギアント様、卓話を宜しくお願いします。
6.名古良輔：鈴木良則さん、皆さんから頂いた寄付金
　で、ベトナムに医薬品を届けてきます。
7.A.Bテーブル：A.Bテーブル会残金です。
8.C.Eテーブル：C.Eテーブル会残金です。
9.重光　純：来週休みます。
10.頴川ゆう子：しばらく、お休みして、すみません
　でした。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等
①沼津柿田川RC
　10月17日(月)→23日(日)　早朝例会(サインMU有り)
2.報告・連絡事項
①ガバナー事務所より
　2016－2017年度ガバナーノミニー・デジグネートに、
  静岡第7分区浜松ハーモニーロータリークラブより
推薦されました、安間みち子氏が決定いたしました。

米　山　奨　学　生　卓　話

      留学生活について  米山記念奨学生

　　  　　　　　プトリ　クスマ　スギアント様　

 みなさん、こんにちは。 まず始めに、米山奨学金の

機会を下さったロータリアンの皆様に感謝申し上げま

す。頂いた奨学金は大切に使わせていただきます。

　紹介が遅くなりました、私は、本日お話をさせてい

ただく日本大学大学院国際関係研究科2年のプトリで

す。私が今、行っている研究は、日本とインドネシア

における二国間の異文化コミュニケーション比較につ

いてです。

　そもそも、なぜ私が比較対象として日本を選択した

のか。それは、叔父の勧めにより大学卒業後、日本を

訪れた事に由来します。そこで私は、富士山日本語学

校へとました。初めての日本で私は、様々なことを経

験しました。

　その中で私が強く印象を受けたことの一つに、日本

人の女性に対する考え方です。恥の文化を重んじる日

本人は、女性に対しては別なのだろうかと考えさせら

れました。その具体例として、成人向けの雑誌が、誰

でも簡単に手にすることが出来るコンビニに置かれて

いることです。また、恥の文化で不思議に思った点が

もう一つあります。それは、国を代表する官僚の仕事

に対する責任の取り方です。日本では、責任を感じた

際には皆辞職をしますが、インドネシアでは逆の方法

で責任をとります。

　一方で、日本独特の世界に誇るべき文化も私は学び

ました。それは、「おもてなし」です。この「おもて

なし」というフレーズは、滝川クリステルさんがIOC

総会で行ったプレゼンテーションの中で使われた言葉

です。「おもてなし」とは、他言語に訳すことが非常

に難しい言葉ですが、この言葉の意味を理解した時は、

母国のインドネシアでも「おもてなし文化」を広げた

いと思いました。

　日本での留学を通して素晴らしい人々と出会い、様

々な経験をし、自分自身の新たな力も発見することが

でき、心から良かったと思っています。すべてに感謝

し、日本での生活を大切にしたいと思います。

　ご清聴どうもありがとうございました。

４ＲＣ　合同ゴルフコンペ

　10月10日　月曜日の体育の日に、三島市のグラン
フィールズカントりークラブにて、開催され今年度

のゴルフコンペは、ロータリー財団100 周年記念 沼

津４RC 懇親合同コンペとして当 西クラブが担当で執
り行われ団体では、準優勝となりました。

４ＲＣ　参加者全員の集合写真　

　
頴川（２，１） 井上（　２　） 宮口（　３　） 宮島（３，１） 本村（　３　）

田村（　④　）

植松（　④　） 上野（　④　）

-------------------------9月分出席一覧 -----------------------

久松（　④　) 神尾（3,1）+１

室伏(　休会　) 永井(　④　) 名古(④)+１ 成田(　３　) 芹澤和(３，１) 芹澤貞(　④　) 重光(　④　）

下原(２、１) 杉山（④）+２ 鈴木博(④)+１ 鈴木和(　④　) 鈴木良(　④　) 土屋（④)+１

鶴田(2,2)+１ 渡邉勝(３，１) 渡邉亀(　④　) 山本　(　④　)

例会出席％　　85 . 58 　% 地区報告％     93 . 27　　%

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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　　　　　　　　　　　　　宮島 賢次　副会長

　ダウン症とは、殆どの場合通常であれば22本ある

はずの常染色体が23本と1本多くなることで起こる

ものです。これは受精時に偶然起こるもので、両親

の染色体には問題がありません。

　主な症状は、身体（運動機能）の発達が遅れる障

害です。ダウン症には根本的な治療はなく、またダ

ウン症の二次障害として起こりうる病気を予防・治

療する薬物療法も現状殆どありません。

　しかし、成人期の18歳を過ぎて大学進学や通常の

就職をして社会人として活躍している方も大勢いま

す。

　最近厚生労働省の研究班が、出生前検査に関連し、

全国のダウン症の人5000人余りを対象にした初の大

規模アンケート調査を行いました。その結果による

と、当事者のおよそ8割が「幸せに思うことが多い」

と回答しているそうです。

　現在社会の物や娯楽が溢れ、贅沢品の取得が当た

り前になった世の中で、健常者の中に幸せに思って

いる人がどの位いるでしょうか？

　幸せって、物量ではありませんね、心で感じるも

のですね。相田みつをさんが「幸せは、人それぞれ、

自分の幸せは、自分の心が決めるものでしょう」と

言われています。

　どんなに幸せそうに見えても、本人が幸せだと思

っていなければ、その人は幸せではありません。

　良く、人生の終息時期に自分が「幸せ」だったか

どうか振り返る事が多いそうですが、今他人の為に

何かをしてあげるのも「幸せ」を感じる機会です。

ロータリアンはその機会を沢山持っていますね。時

々「幸せ」を見付ける様にしたいものです。

10月のプログラム

1207回 18:30
10月28日(金)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　
沼津4クラブ合同例会　ガバナー補
佐訪問 移動例会　時間・曜日変更

11月のプログラム

11月03日 祝日休会

1208回 12:30
11月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  広報・ＩＴ推進
ｾﾐﾅｰ報告 広報委員会  理事会⑥

1209回 12:30
11月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ロータリー財団
奨学生卓話　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1210回 12:30
11月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
地区大会参加者

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

1206 回 26 名 22 名 -   84.62 % 

1204 回 26 名 22 名 4名   100 %

●欠席者 ( 4名)
　名古良輔、久松　但、重光　純、 頴川ゆう子

●他クラブへの出席者
　名古良輔、土屋昌之（10/14　会長幹事会）
　久松　但（10/14　沼津RC、10/18　沼津北RC）
　重光　純（10/14　IT推進研修セミナー）
　鶴田龍聖（10/12　伊豆中央RC）
  成田みちよ（10/17　ワールド大阪ロータリー
          Eクラブ、日本ロータリーEクラブ2650）

●スマイル報告 (本日のスマイル　24,000 円)
1.本村文一、2.上野祥行：誕生日のお祝いありがと
  うございます。
3.渡邉亀一、4.宮口雅仁、5.杉山真一、6.下原満知
  子：家族の誕生日のお祝いありがとうございます。
7.鶴田龍聖：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
  います。家内の誕生日、感謝します。
8.土屋昌之、9.鈴木良則：本日は、クラブ広報委員
  会クラブフォーラム、よろしくお願いいたします。
10.本村文一：ネームプレート家に持ち帰り忘れま
  した。すみません。

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 神尾栄一

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー
2016～2017年度

第 26巻 14号
2016年 10月 20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　■■ 

■ クラブフォーラム③　広報委員会　■

● 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

◆第 1206 例会　副会長挨拶◆
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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
　10月24日(月)→28日（金）合同例会（サインMU有
り）
②富士宮西RC
　10月21日(金)→24日（月）2クラブ合同例会
　10月28日(金)→30日（日）ミツバツツジ植樹例会
③富士宮RC
　10月24日(月)夜間例会　2クラブ合同例会
④新富士RC
　10月25日(火)ガバナー補佐公式訪問

2.報告・連絡事項
①次週27日（木）は28日（金）に例会日変更で、沼
  津リバーサイドホテルにて18:30より沼津4RC合同
  例会です。

広報委員会クラブフォーラム

2016－2017年度　広報委員会　

　　　　　上野 祥行 委員長　 　

①会報について

　毎週、委員による校正作業を経て確実に週報を発

行することになっていますが、週報に対する意見や

アドバイス等ありますか？

・表裏の文字の行間が違うために統一性をもって編

　集したほうが良い。

・話の始まりの段落の字下がりがされてない場合が

　あるので統一したほうがよい。

・写真について外部卓話時は引いた形の写真でなく

　アップで撮ったり、トリミングしてアップで載せ

　たほうが良い。

・会員卓話時の写真は全体の雰囲気写真を載せたり

　しているが少しで良いのではないか。

②週報のPDF配布について

　週報のPDF配布（ペーパーレス化）による例会時

の各テーブル席に週報を一部置くことについて必要

でしょうか？

・現状ではPDFの配布が少ない為にテーブル席に置

く

　必要がない。今後、PDF化が進んだ時に検討する。

③広報活動について

　活動計画にあるクラブのMY ROTARY 登録者数を今

年度の目標　5割以上の達成を目指いしていますが

登録者数を増やすにはどうすればよいか？

・MY　ROTARYの登録方法が分からない会員がいるの

　ではないか？

・年次計画の例会プログラムの中で、12月15日にク

　ラブフォーラム「MY　ROTARY　登録講習会」の

　実施予定があり理事会で通れば開催されるので、

　その時に登録をして今年度の目標達成させる。

④雑誌について

　毎月の週報編集当番がクラブ例会時に「ロータリ

ーの友」の内容を紹介していますが

ご意見はありますか？

・例会時の中で紹介すると時には時間がなく進行が

　押してしまう事もある。

・皆に興味を持って読んでもらうためのきっかけに

　なるので必要ではないか。

・広報委員の中で誰か一人（委員長）に限定して前

　もって送ってもらい紹介する。

・「ロータリーの友」の配布するタイミングを紹介

　者に先に配布し、次週に会員に配布して「ロータ

　リーの友」が手元にある時に紹介してはどうか。

　結論として「ロータリーの友」の紹介については

継続する。

　広報委員会の中で紹介方法を検討します。  
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　　　　　　　　名古　良輔　会長

　本日は沼津ロータリークラブ主催の沼津四クラブ

合同例会です。前島正容ガバナー補佐をお迎えしま

した。

　静岡第三分区では富士、富士宮の5クラブに比較し

ても、沼津の四クラブも負けず劣らず仲良く、また

団結力を持って活動しています。先日も四クラブ合

同ゴルフコンペが開催されました。その際に、我が

クラブの植松正ロータリー財団委員長の提案で、「

ロータリー財団100周年記念合同ゴルフコンペ」に

しませんか、という呼びかけに対して、四クラブの

みなさんが快く賛同してくださり、無事に開催する

ことができました。我がクラブも参加した会員から

集めた寄付金を、ポリオプラス基金に贈ることがで

きました。ガバナー補佐から生子哲男ガバナーに、

沼津四クラブの団結力を、ぜひともご報告していた

だけるようお願いしました。

　さてガバナー補佐から地区大会でのクラブ紹介に

ついて要請がありました。2620地区79クラブの中で

7クラブだけ、クラブ活動の様子を地区大会におい

てプレゼンする機会を与えられた。貴クラブも選ば

れたので3分間の時間内で、紹介のパワーポイント

資料を送ってほしい、内容については、ベトナム支

援活動を中心にして欲しい、とのことでした。

　スライドで紹介する場合、演者無しで流すだけで

すと、一枚あたりの提示時間など細かい点の問題が

あります。結局BGMを入れてスライドショーの形で、

3分間内に収めることにしました。かなりの数に上

る、これまでの活動を写した写真から、どれを選ぶ

か、そしてBGMは何にするか。思案のしどころです。

作成ソフトを何にするか。必要十分で使いやすいソ

フトを選択中です。紹介したいクラブ活動はいくつ

もあるのですが、限られた時間内ですと散漫になり

ますので、ガバナー補佐のご指示にしたがって作成

中です。

　19日の地区大会初日に発表されますので、会長・

幹事以外は見る機会がなさそうです。完成しました

ら、皆さんにも見て頂く予定です。お楽しみに。

11月のプログラム

11月03日 祝日休会

1208回 12:30
11月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  広報・ＩＴ推進
ｾﾐﾅｰ報告 広報委員会  理事会⑥

1209回 12:30
11月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ロータリー財団
奨学生卓話　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

1210回 12:30
11月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区大会報告 
地区大会参加者

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

1207 回 25 名 16 名 -   64.00 % 

1205 回 25 名 20 名 4名   96.00 %

●欠席者 ( 9名)
　頴川ゆう子、本村文一、成田みちよ、芹澤和子、 
　下原満知子、鈴木和憲、鈴木良則、上野祥行、 
　渡邉勝也
●他クラブへの出席者
　重光　純（10/28　沼津RC）
●スマイル報告 (本日のスマイル　2,000 円)
1.名古良輔:沼津ロータリークラブの皆様、お世話
  になります。
2.土屋昌之：本日は、沼津ロータリークラブの皆様、
  ご準備ありがとうございます。本日は、よろしく
  お願いいたします。

会　　　長 名古良輔 幹　　  事 土屋昌之

広報委員長 上野祥行 編　集　者 神尾栄一

人類に奉仕するロータリー人類に奉仕するロータリー
2016～2017 年度

第26巻 15号
2016年 10月 28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　■■ 

■ 沼津4クラブ合同例会 ガバナー補佐訪問　■

● 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

◆第1207 例会　会長挨拶◆
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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
　10月31日(月)→3日（木祝）
　グラウンドゴルフ大会（サインMU有り）
　11月07日(月)　移動例会（サインMU有り）
②沼津北RC
　11月01日(火)→10月28日（金）沼津４RC合同例会
③富士宮RC
　10月31日(月)　特別例会
④富士宮西RC
　11月04日(金)　裁量休会
2.報告・連絡事項
①次週11月03日（木）は、祝日休会です。
②次々週11月10日（木）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お願いします。
③ガバナー事務所より。11月のロータリーレートは1ド
　ル＝102円です。

沼津ロータリー　会長挨拶

 
石川　三義　会長

　皆さん今晩は。本日は、

4クラブ夜間合同例会に多

数の沼津市内のロータリア

ンにご参加いただきありが

とうございます。本年度ホストクラブを務めます沼

津RC会長の石川です。宜しくお願いします。

　会長に就任して4ヶ月が過ぎようとしていますが、

毎週会長挨拶と原稿作成に追われているのが正直な

ところです。私は、会長の挨拶では、一年間を通じ

て例会に参加して良かった、沼津ロータリーに入会

して良かった、多くの仲間と知り合えて良かったな

どと、魅力ある沼津ロータリークラブにしていきた

い事をお話しました。一部の会員だけが頑張るロー

タリーではなく、メンバー全員参加のロータリーに

していきたいと思い、メンバー全員によるリレート

ークを始めました。

　生子ガバナーの方針の中でも会員増強が最優先事

項であります。会員増強では、30歳代、40歳代の若

い地域で活躍する女性の会員を積極的に加入してい

くことです。沼津ロータリーでも、若い人・女性の

入会協力金をゼロとか、もっと安くするとか、年会

費を少し減額するとかして、入会しやすい環境を整

えることも検討していきたいと考えています。旧態

以前の考えを持ち続け、会員が増強していかなけれ

ば、組織されません。

　皆さんで力を合わせて、地域に認められ、存在感

のあるロータリー、会員の満足度が高いロータリー

活動をして、魅力ある・誇りが持てるロータリーク

ラブにしましょう。

第2回ガバナー―補佐公式訪問　挨拶

国際ロータリー第2620地区静岡第3分区

　　ガバナー補佐　　前島正容様 　

 「変化の中のロータリー」

　まずもって、過日の「静岡第3分区IT研修ｾﾐﾅｰ」同

日の「会長・幹事会」そして16日に開催した「サッ

カー・ロータリークラブマッチ」へのご参加、ご支

援ありがとうございました。さらに11月19日～20日

地区大会、さらに2月26日IMのご参加宜しくお願い申

し上げます。

　さて、先日、母校の中学校で「キャリア・職業教

育」の講演をしました。30年前にあった仕事が、全

く新しい仕事に変わってしまった。つまり、現在あ

る仕事の約半分は30年後になくなってしまうという

話に、生徒はビックリしていました。間もなく自動

運転や、現金を必要としない時代がやって来るかも

しれません。

　私がロータリークラブに入会した26年前は「ロー

タリークラブ」をみんなが知っており、ステータス

があり、ポリオの極滅など「世界で良いことする」

社会の模範と思われていました。しかし「巨人・大

鵬・卵焼きの時代」はとっくに去り、ロータリーの

環境は様変わりしました。昨今、NPO法人など多くの

社会奉仕団体が誕生したことで、相対的にロータリ

ークラブの存在そのものが薄くなってしまったこと

も一因ではないか、と言われます。

　こうした背景の中、なぜ、ロータリークラブは

ルールを変えてまで「会員の増強と財団寄付」を

叫ぶのでしょうか？

　その理由は明確です。世界で良いことをし続け

るには「人材と財源」が必要だからです。まず、

ロータリーの公共イメージの向上やマイロータリ

ーを駆使し「世界で良いことをしている」ことを

多くの人に知ってもらい、それらを通じて共に行

動できる人を求めているのです。さらに、世界で

良いことをし続けるには多くの財源が必要です。

その基本的財源の原点が、100年を迎えた「ロータ

リー財団」の存在です。静岡第3分区では、来年
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3月 25日に曽根富士山吉原RC会長を講師に財団

セミナーを企画いたします。

　是非とも耳を傾けていただき、ロータリーを知り、

ロータリーの価値を発見していただけると幸いです。

加えて、ロータリーの財産は会員です。バッジひと

つで全世界 120万人の会員と出会えます。この財産

を職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕にお役立てくださ

い。

　結びに、ガバナー補佐の任を受けて以来、素晴ら

しい人格者の「ロータリアン」に出会い、有益な情

報を学んでおります。微力ですが、これを当静岡第

3分区のために生かす所存です。今後もご指導、宜

しくお願い申し上げます。

　　開会挨拶　　柿田川 RC　大石　昭裕会長

　新入会員紹介

　　沼津　　　北澤君、大熊君、上田君

　　沼津北　　秋鹿(ｱｲｶ)君、鈴木智昭君、高山君

　　沼津西　　永井克彦君、山本宜司君

　　　　　　当クラブの新入会員の２人

　　　　

　　

　　　閉会挨拶　沼津北 RC　鈴木幸彦会長

　　　　　　　　　　　　　　（他３会長も登壇）




