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　ロータリーは何故例会出席を奨励するのか

 例会では、ロータリーの理念に共鳴した心から信

頼できる仲間と、純粋な「親睦」Fellowshipを楽し

むことができます。会員は平等・対等で、仕事上の

取引関係や先輩・後輩の関係はクラブ内に持ち込ま

ないのがルールです。

また、ロータリーには職業分類制度があり会員の職

業の多様性が確保されています。利害関係のない幅

広い異業種の会員と事業上の発想の交換ができるの

も、例会の楽しみです。

　日本のロータリーの創始者米山梅吉翁は、例会は

「人生の道場」である、と表現しています。ロータ

リーのサービス理念を学んだり、仲間と共にロータ

リアンとしての自己研鑽を行ったりできる場として、

例会はロータリークラブの特長を最も表現できる会

合です。

　では例会出席は義務なのか。ご存知のRC定款三つ

の義務の中の一つになっています。しかし、義務と

いうより例会出席は、会員資格を有する者なら当然

行使するべき権利（特権）である、と考えるべきで

しょう。

　クラブの例会に出席できない時は、他のクラブに

メークアップと称し出席できます。これも権利の行

使になります。労せずして多くのロータリアンに会

えるわけです。

入会して間もない会員におかれましては、是非この

権利で多くの機会を享受して頂きたいと思います。

 ロータリーの創始者ポールハリス語録の中に、

「ロータリーが、事業と専門職務に携わる人の間に

世界的な親睦をつくることができたのは、寛容の精

神のおかげですが、この寛容の精神をもってすれば、

世の中に不可能なことはなくなるでしょう」とあり

ます。

 これからの一年、会員の皆様には浅学菲才の私を

この様な寛容な心で見守って頂き、さよなら例会ま

で漕ぎ着けます様、宜しくお願い申し上げます。

７月のプログラム

1240回 18:30
07月15日(土)

小松屋八の坊 前会長‣幹事慰労会 
クラブ管理運営　　移動‣時間変更

1241回 12:30
07月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 Ｇ補佐期首訪問 
太田昭二Ｇ補佐　　　　　

1242回 17:00
07月29日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 納涼家族例会
クラブ管理運営　　移動‣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

1239 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1237 回 28 名 23 名 3 名   92.86 %

●ビジター

1.大塩秀樹様：沼津北RC

2.佐々木力也様：沼津北RC

3.影山桓義様：沼津北RC

4.横山貞治様：沼津北RC

5.上田貴彦様：沼津RC

6.大石昭裕様：沼津柿田川RC

●欠席者(  5 名)

  井上武雄、鈴木博行、土屋昌之、上野祥行、

  渡邉勝也

●他クラブへの出席者

成田みちよ、重光　純（6/30　沼津RC)

宮島賢次、山本宜司、鈴木博行（7/4　沼津北RC）

会　　　長 宮島賢次 幹　　  事 山本宜司

広報委員長 成田みちよ 編　集　者 成田みちよ

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference 2017～2018年度

第 27巻 1号

2017 年 7月 6日

◆◆第 1239 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 会長・幹事・副会長の抱負・ 理事会 ■

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
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●スマイル報告

1.大塩秀樹様(沼津北RC会長）：宜しくお願いします。

2.影山桓義様(沼津北RC):宮島賢次君、貴クラブ会長

  (2回目)就任おめでとうございます。1年間ご指導

  宜しくお願い致します。

3.杉山真一、4.神尾栄一：誕生日のお祝いありがとう

  ございます。

5.杉山真一、6.渡邉亀一、7.久松　但、8.宮口雅仁、

9.永井克彦、10.山本宜司：入会記念日のお祝いあり

  がとうございます。

11.宮島賢次：1年が始まります。宜しくお願い致しま

  す。大塩会長、佐々木幹事、本日は、ありがとうご

  ざいます。

12.芹澤貞治：宮島会長、二度目の登板になりますが、

  今回も、山本幹事と沼津西RCの為に、尽力お願いし

  ます。

13.名古良輔、14.鈴木良則、15.本村文一、

16.久松但、17.植松正、18.杉山真一、19.芹澤和子、

20.重光純、21.成田みちよ、22.田村治義、

23.鈴木和憲、24.下原満知子、25.神尾栄一、

26.永井克彦：宮島会長、山本幹事、一年間、宜しく

  お願いします。

27.頴川ゆう子：会長、幹事、1年間、御苦労様です。

28.鶴田龍聖：会長、幹事、一年間御苦労様です。

   健康専一にして、更なる飛躍を。

29.山田和典：皆様、改めまして、一年間、宜しく

   お願いします。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川RC 7月10日(月)夜間例会(サインMC有）

2.報告・連絡事項

①次週13日は、15日(土)に例会変更で、伊豆長岡

  小松屋八の坊にて前年度会長・幹事慰労会です。

②7月のロータリーレートは、1ドル＝111円です。

理 事 会 報 告

1,報告事項

  第48回関東甲信越静社会教育研究大会　静岡大会広 

  告代として支払いました。

2,協議事項

①8月度のプログラムの件 クラブ管理委員長 鈴木和 

　憲君→別紙提案のとおり承認

②2017-2018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（役員、理事・委員

　長を案内）することにつき、承認

③IAC年次大会の旅費の件  

　登録料、弁当代5名、交通費（地区より補助金有）

　の支出を承認

④7月9日（土）にグランシップ静岡で行われる「地区

　ロータリー財団セミナー」に参加する宮島会長・芹

　澤ロータリー財団委員長に交通費実費支給する件

　→ 承認

⑤7月22日（土）にあざれあで行われる「会員増強・

  維持セミナー」に参加する宮島会長・名古会員増強

  維持委員長に交通費実費支給する件

  → 承認

⑥会費等の徴収方法

  受付ではなく、テーブルで集金することについて

  → 承認

⑦世界ポリオデーでの活動

  7月10日までに世界ポリオデー企画での活動予定を

  ガバナー事務所に提出する必要がある。

  9月23日（予定）にサントムーン柿田川で募金活動

  を行う予定であることを報告することを承認。

会長・幹事・副会長の抱負

■会長 宮島 賢次 君■

　クラブテーマ「クラブを変化させよう」

何を、何のために、如何にして、変化させるかを会員

と共有しなければなりません。

現在会員28名中40代が9名、50代が8名、60代以上が11

名の構成になっていますが、新会員は、ロータリーと

は、団体としての奉仕活動とは、親睦活動とは等、勉

強する必要があると思います。

また、ベテラン会員にとっては変化に違和感を持つ方

もおられるかもしれません。

そこで、もう一度基本に立ち返り、何を守り、何を変

えた方が良いかを見つけ出せる様にしたいと思います。

　まず基本は、とにかく出席して頂くこと。話合う時

に相手が居なくては一方通行にしかなりません。過去

に、あるクラブが「クラブの理想像」を会員に諮った

結果上位3項目は、

1位、明るく活気に満ちた組織風土である

2位、親睦と友情を育む機会がある

3位、会員は、充実したロータリーライフを享受し、

     満足度が高い　

だそうです。この様なクラブになり、これから時代の

変化に追随できるクラブ運営に努めますので、ご理解

ご協力を賜ります様お願い申し上げます。
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■幹事 山本 宜司 君■

今年度、幹事を務めさせて頂くことになりました。

山本です。

昨年7月に入会しまして、1年いまだにロータリークラ

ブについてわからない部分も多々あります。

引き受けた以上、全力で会長の支えとなるよう務めさ

せていただきます。会員の皆様並びに事務局川口さん

にはご迷惑おかけするかもしれませんが宜しくお願い

します。

宮島会長が掲げるクラブテーマ「クラブを変化させよ

う」を実現すべく活動していきます。

「変化できないもの」は何もないと思います。基準は

その時期・時代に合っているかどうかだと思います。

変化させるべき点、変えてはいけない本質部分をしっ

かりと理解し、変化させる時が今その時ならば会長と

会員の皆様と一緒に活動していきます。

 昨年度4人の入会がありました。今年度は、会長目標

の30名に向けて、純増2名を目標とし、会員それぞれ

が魅力ある沼津西ロータリークラブを各方面に情報発

信していくことが重要と考えます。例会の出席率向上

にも努めます。

幹事として職務を遂行し、1年間頑張りますのでお願

いします。

■副会長 鈴木 和憲 君■

 本年度副会長の大役を仰せつかり大変光栄に思うと

ともに、責任の重大さに改めて入会3年目の自分で責

務を果たすことができるのか心配ですが、宮島会長の

もと、この一年間勉強をさせてもらおうかと思います

 

 今年度は「変化をもたらす」がロータリーのテーマ

ですが、私は、昔から「温故知新」という言葉が好き

です。

「古きを温め、新しきを知る。」ロータリーが私達に

与えてくれる可能性、その有意義で持続可能な奉仕に

よって実現する方法、そして112年の豊富な歴史。

 ロータリーのグローバルな力は、それぞれの地域に

根づいて活動する世界のクラブを基本とし、リーダー

としてクラブを導く会長には、クラブのマネージメン

トだけでなく、会員のモチベーションの喚起、地域社

会におけるロータリーへの理解とイメージの向上、奉

仕プロジェクトの実施など、たとえ1年間とはいえ重

要な役割があり、それを補佐し、自分の糧にしたいと

考えております。

 私は、常日頃「人生はマラソンである」と思ってお

ります。

人生既に70年を過ぎ、ロータリーでは副会長・クラブ

管理委員長を任され、まだまだ、気の休まることはあ

りません。しかし、それもまた自分には勉強であり、

クラブのサブリーダーとしてモチベーションを上げる

ものとなります。長く先の見えない人生と経験と知識

を活かした活動をしていきたいと思います。

又、ロータリアンとして、価値観を行動に、親睦を通

して生涯にわたる友情をはぐくみ、高潔性をもって約

束を守り抜き、倫理を守り、多様性を誇り、奉仕を通

じてリーダーシップと職業のスキルを活かし地域社会

に責任ある行動に取り組みたいと思います。
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　今日は新年度恒例の前年度会長・幹事慰労会です。

名古前会長、土屋前幹事、また各委員長1年間のお

勤め有難う御座いました。

　昨年度を振り返りますと、流石にガバナー補佐及

び会長を経験されている名古さんの、運営手法が顕

著に表れた1年だったなと感心致しました。

　プログラムを辿りますと、今までに思いつかな

かった地元沼津の花火大会の観賞、お花見は少し時

季を外しましたが、物故会員のお墓参りを兼ねたり

と、親睦と思いやりの深さを感じた親睦例会でした。

　そして、自ら奉仕活動を続けられているベトナム

枯葉剤被害者支援の旅、インターアクトクラブにも

良い刺激や国際理解に触れる機会を与えています。

勿論クラブ会員にも。

  他には、プログラム以外に「ゆっくり走ろう会」

健康志向が広がる中自ら実践しておられるマラソン

を、会員にも優しく教えようという気持ちが伝わり

ました。残念ながら私は都合が付かず参加出来ませ

んでしたが、学生時代、社会人時代と野球を続けた

自分としては、まだどれくらい走れるか試してみた

かったのです。幸いはインフルエンザを頂戴しな

かった事です。

　また、「実践 卓話入門」なる研修会を2回に渡り

ご教授頂いた私を始め入会間もない会員には有意義

な時間だったと思います。

最後にそれを裏方で支えた幹事・各委員長はお疲れ

様でした。本当に有難う御座いました。

　大分前会長を誉めましたが、私も隙間の多い頭を

使いながら来年の今頃少しでも誉めて頂けるよう頑

張りたいと思います。

　今日は皆さん大いに羽目を外して前年度会長・幹

事並びに委員長を労いましょう。

７月のプログラム

1241回 12:30

07月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 Ｇ補佐期首訪問 

太田昭二Ｇ補佐　　　　　

1242回 17:30

07月29日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 納涼家族例会

クラブ管理運営 移動・時間変更

８月のプログラム

1243回 12:30

08月01日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ Ｇ公式訪問

沼津北ＲＣ合同例会 移動・曜日変更

1244回 12:30

08月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会② 

前年度事業・決算報告　理事会③ 

08月17日(木) 裁量休会

1245回 12:30

08月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 IAC年次大会報告

加藤学園高校IAC 青少年奉仕

1246回 12:30

08月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 イニシエーショ

ンスピーチ　山田和典君

会員増強セミナー報告 名古良輔君

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

1240 回 26 名 14 名 -  53.85  % 

1238 回 27 名 23 名 0 名  85.19  %

●欠席者(12名)

  頴川ゆう子、久松 但、井上武雄、宮口雅仁、

  本村文一、永井克彦、芹澤和子、重光 純、

  下原満知子、鶴田龍聖、内田逸美、上野祥行

●他クラブへの出席者

　宮島賢次、芹澤貞治（7/9　財団セミナー）

　井上武雄、重光　純(7/10　沼津柿田川RC)　

会　　　長 宮島賢次 幹　　  事 山本宜司

広報委員長 成田みちよ 編　集　者 成田みちよ

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference 2017～2018年度

第 27巻 2号

2017年 7月 15日

◆◆第 1240 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■前年度会長・幹事慰労会　移動例会　曜日変更■ 

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

  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  

● クラブテーマ ●
ク ラ ブ を 変 化 さ せ よ う
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●スマイル報告

 1.名古良輔：一年間、お世話になりました。

 2.土屋昌之：本日は、ありがとうございます。

 3.芹澤貞治：名古、土屋、前年度会長、幹事、見事 

   なクラブ運営でした。

 4.宮島賢次、5.山本宜司、6.鈴木和憲、7.田村治義、

 8.植松　正：名古会長、土屋幹事、一年間、お疲れ

   様でした。

 9.杉山真一、10.芹澤和子、11.成田みちよ、

12.神尾栄一、13.渡邉勝也：名古会長、土屋幹事、  

    一年間、御苦労様でした。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

  ①沼津柿田川RC

    7月17日（月）祝日休会＜サインMC無＞

    祝日は卸商社ｾﾝﾀｰは休館です。

小松屋「八の坊」　前年度会長・幹事慰労会

          

    司会進行　渡邉 勝也 君・神尾 栄一 君

　        

乾杯の挨拶　田村治義 君

　　

名古前会長、一年間有難う御座いました。

土屋前幹事、一年間有難う御座いました。

神尾栄一 君・渡邉勝也 君・植松正 君

  　　　　杉山真一 君・芹澤貞治 君

　  事務局川口さん・山田和典 君・鈴木博行 君

          　　　 田村治義 君

慰労会終わりの挨拶・一本締め　鈴木和憲君

　
頴川（　４　） 井上（　２　） 神尾（　⑤　） 宮口（　４　） 本村（３，１）

永井（　４　）

杉山（　⑤　） 田村（　⑤　） 鶴田（　⑤　）

上野（２，１） 山田（４，１） 山本（　⑤　）

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

久松(４，１) 宮島（⑤）+１

名古( ⑤ )+１ 成田(２，１) 芹澤和(４，１) 芹澤貞(　⑤　) 重光(４，１） 下原(　３　）

鈴木博(４，１) 鈴木和(　⑤　) 鈴木良(　４　) 土屋（⑤）+１

内田(　３　) 植松（⑤）+１ 渡邉勝(　４　) 渡邉亀(４、免除)

例会出席％　　82 . 03 　% 地区報告％     87 . 77　　%

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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　今日はガバナー補佐期首訪問です。太田ガバナー

補佐には後程クラブ協議会にて、総評を頂きますの

で宜しくお願い申し上げます。

　ロータリーでは新年度が始まる前に、クラブ会長

や各委員長など必ずそれぞれのリーダーに対して勉

強ツールを渡されます。会長には何冊か渡される

「リーダーシッププラン」なる冊子の中に“元気な

クラブづくりのために”というのがありますが、そ

の中にクラブが元気になる様にアドバイスするとい

う項目を見付けましたので紹介します。

・「効果的なクラブ」の要素（会員増強、奉仕活動、

   財団の支援、リーダーの育成）に取り組む長期 

　 目標を立てる

・クラブのリーダーと会員のコミュニケーションを 

  促す

・会員同士の絆を深めるような機会を設ける

　私が思うに、例会プログラムには親睦例会あり、

またテーブル会もありますが、通常例会では例会中

の会話は食事中位しか時間がありません。せっかく

毎週会えるのに1時間だけでは勿体ないと思いませ

んか？皆さん仕事がお忙しいことと思いますけど、

常にとは言いませんからもう少し時間の余裕を作っ

て、例会前30分、例会後30分など会話の時間を持つ

事によって、新会員とベテラン会員のコミュニケー

ションが出来て、早くクラブに馴染め、また異業種

との情報を得られるというメリットがあります。

同じ分区内でも実践している元気なクラブがありま

す。

　会員増強維持にも繋がりますので、当クラブでも

奨励したいと思います。ご協力をお願い致します。

７月のプログラム

1242回 17:30

07月29日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 納涼家族例会

クラブ管理運営 移動・時間変更

８月のプログラム

1243回 12:30

08月01日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ガバナー公式訪問

沼津北ＲＣ合同例会 移動・曜日変更

1244回 12:30

08月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会② 

前年度事業・決算報告　理事会③ 

08月17日(木) 裁量休会

1245回 12:30

08月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 IAC年次大会報告

加藤学園高校IAC 青少年奉仕

1246回 12:30

08月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 イニシエーショ

ンスピーチ:山田和典君

会員増強セミナー報告:名古良輔君

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

1241 回 28 名 23 名 -  82.14 % 

1239 回 28 名 23 名 2 名  89.29 %

●ゲスト

　1.太田昭二様：静岡第3分区ガバナー補佐

　　　　　　　　沼津柿田川RC

　2.梅田欣一様：静岡第3分区ガバナー補佐事務局

　　　　　　　　沼津柿田川RC

●ビジター

　1.前田　守様：沼津柿田川RC会長

　2.川口尚史様：沼津柿田川RC幹事

●欠席者( 5 名)

 久松　但、井上武雄、神尾栄一、上野祥行、

 渡邉勝也

会　　　長 宮島賢次 幹　　  事 山本宜司

広報委員長 成田みちよ 編　集　者 成田みちよ

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference 2017～2018年度

第 27巻 3号

2017年 7月 20日

◆◆第 1241 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

  ■ガバナー補佐期首訪問　クラブ協議会■　

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

  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  

● クラブテーマ ●
ク ラ ブ を 変 化 さ せ よ う
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●スマイル報告

1.梅田欣一様(沼津柿田川RC):8/6の合同ゴルフコンペ　

　宜しくお願いします。

2.前田　守様(沼津柿田川RC):今年度会長をさせていた 

  だきます。今年度も宜しくお願い致します。

3.川口尚史様(沼津柿田川RC):今年度沼津柿田川RCの幹

  事をさせて頂きます。今年度も宜しくお願い致します。

4.宮島賢次、5.山本宜司、6.鈴木良則、7.植松　正、

8.芹澤和子、9.杉山真一、10.成田みちよ：太田ガバナ

　ー補佐、梅田事務局、今日は宜しくお願い致します。

11.名古良輔：太田ガバナー補佐御指導お願い致します。

12.鈴木和憲、13.芹澤貞治：太田ガバナー補佐、梅田事

　務局、沼津柿田川RC会長、幹事の来訪を歓迎致します。

  ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。

14.鈴木博行、15.土屋昌之：誕生日のお祝い有難う御座

   います。 

16.土屋昌之：入会記念日のお祝有難う御座います。

17.名古良輔：楽しい慰労会を有難う御座いました。

18.下原満知子：先日の会長、幹事の慰労会を休みまし

   てすみませんでした。

19.重光　純：所用につき、早退させていただきます。

20.山田和典：次回より2回欠席致します。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①三島西RC

　7月27日(木)ガバナー公式訪問 せせらぎ三島と合同

②三島RC

　7月26日(水)→29日(土)夏の家族会

③せせらぎ三島RC

　7月28日(金)→27日(木)ガバナー公式訪問 三島西合同

2.報告・連絡事項

①次週27日は29日(土)に例会変更で17：30点鐘

  リバーサイドホテルにて納涼家族例会です。 

②8/10の前年度事業報告の原稿を、7/27までに事務局へ

  提出してください。

ガバナー補佐期首訪問　クラブ協議会

太田昭二静岡第3分区

ガバナー補佐

〇RI会長のテーマ「ロータリー：

変化をもたらす」

　2017-2018年度の国際ロータリ

ー会長は、イアン・ライズリー氏でオーストリアのサン

ドリンガムロータリークラブの会員で公認会計士です。

「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは「

ロータリー：変化をもたらす」というテーマで答えます。

それぞれどのような方法で奉仕することを選んだとして

も、その理由は、奉仕を通じて人びとの人生に変化をも

たらせると信じているからです。

　「外に向けての変化」地域社会・世界によりよい変化

をもたらす。このことをやりながら112年間に徐々に成

長し、成熟してきた。

　「内に向けての変化」クラブの例会・活動・発展の方

法をより柔軟に決定し、もっと多くの女性や様々な会員

を迎え入れて、地域社会の特色をクラブに映し出す。

　松村ガバナー：大事なことは、ロータリーの理念や価

値観は全く変わっていないことです。いつの時代でも、

変えていくものと変えてはならないものをしっかり見極

めることが大切です。我々ロータリアンも、一方で必要

な変化をもたらしながら、一方で守るべきものは守って

価値あるロータリー活動を続けていくことが求められて

います。

〇2017-2018年度　地区目標

 1.ロータリークラブ・セントラルの100パーセント活用

  　　　　　　　　　　　　　　　　　（重点目標1）

 2.会員増強目標の達成（重点目標2）

 3.ロータリー公共イメージの向上とEND POLIOへの支援

  　　　　　　　　　　　　　　　　　（重点目標3）

　2017年10月24日(火)の世界ポリオデーに合わせて、静

岡・山梨両県でロータリークラブPR新聞全面広告を掲載。

それに先立つ2017年9月1日～10月23日の期間に、2620地

区内79クラブでエンドポリオPR＆募金活動を展開する。

各クラブの募金活動は、新聞社の取材を受け、掲載して

もらう。また、SNSを活用した発信を試みる。募金活動

を行う場所や方法は各クラブに任せ、また、募金総額の

多少に関わらずポリオプラス募金への寄付に充てて頂く。

 4.分区の再編の準備

　現在の静岡第3分区は今期限り、次期星野年度は御殿

場・裾野・長泉のロータリークラブを加えて静岡第2グ

ループに再編されます。

〇ガバナー補佐より一言

　「楽しくなければ、ロータリーではない」つまり、ロ

ータリー活動は楽しくやりましょう。

　ライズリーRI会長は「ロータリーは何ですか」の問い

に「ロータリー：変化をもたらす」と答えました。私は

同じ問いに「楽しくなければロータリーではない」と答

えます。つまり、ロータリー活動は楽しくやりましょう

ということです。

　それでは、楽しくやるにはどうしたらいいのか？それ

にはロータリーについての知識・情報をより深く理解す

るために学習しなければなりません。それは困難なこと

ではありません。毎日皆様のお手元に届く「ロータリー

の友」を熟読することです。

　ロータリーの友は、情報の宝庫です。そこから得られ

た知識を自分の中に吸収して例会やロータリー行事に参

加すると新たな世界が見えてきます。そうなれば、ロー

タリーを楽しもうという気持ちが自然と湧いてくるに違

いありません。

　ロータリーを楽しむことは、自分自身を高めることに

繋がり、毎日の生活やこれからの人生をより豊かに彩る

ことでしょう。
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　今日は恒例の家族納涼例会ですが、昨年試みまし

た沼津花火大会桟敷席での観賞を、レベルアップし

て此処沼津リバーサイドホテル内での鑑賞に致しま

した。親睦担当委員の方のご苦労に感謝です。また、

ご家族の方々には共にご参加下さり有難う御座いま

した。

  当クラブの家族例会は年3回程計画しております。

年度最初がこの納涼例会です。次に12月のクリスマ

ス例会、最後は春の花見例会です。

　今年度の花見例会は過去1度行いました隅田川の

屋形舟遊覧を計画しています。私は前回参加出来な

かったのでクラブ管理運営委員会に切望の上実現し

そうで楽しみです。ご家族にも多数の参加をお願い

致します。

 さて、今日まで行われている沼津花火大会ですが、

戦後間もない昭和23年から、戦時中に亡くなられた

方々の鎮魂を目的に始められました。

　花火大会の目的の多くはお盆の送り火、精霊流し

といった意味で、それが観賞用に代わっていったそ

うです。川沿いで行われる花火大会で代表的なのが、

両国川開きから始まった隅田川花火大会ですが、沼

津花火大会も市街地の川沿いで行われる花火大会で

は東海随一と言われているそうです。確かに駅から

歩いて10分位で会場に着く処は少ないようです。改

めて沼津に住んでいることの良さの一つだと気付い

て下さればと思います。

　皆さんお待ちかねの様ですので挨拶はこの位にし

て、担当委員からこの後のスケジュール説明があり

ますので、良く聞いて最後まで楽しんで下さい。

またお帰りは道路や交通機関等大変込み合いますの

で気を付けてお帰り下さい。

８月のプログラム

1243回 12:30

08月01日(火)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ ガバナー公式訪問

沼津北RC合同例会 移動・曜日変更

1244回 12:30

08月10日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会② 

前年度事業・決算報告　理事会③ 

08月17日(木) 裁量休会

1245回 12:30

08月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 IAC年次大会報告

加藤学園高校IAC 青少年奉仕

1246回 12:30

08月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 イニシエーショ

ンスピーチ:山田和典君

会員増強セミナー報告:名古良輔君

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

1242 回 26 名 18 名 -  69.23 %

1240 回 26 名 14 名 8 名  84.62 %

●欠席者( 8 名 )

 井上武雄、宮口雅仁、本村文一、成田みちよ

 重光　純、田村治義、内田逸美、山田和典

●他クラブへの出席者

 鶴田龍聖、田村治義、重光　純、山田和典

 芹澤和子、上野祥行、頴川ゆう子、成田みちよ、

 神尾栄一(7/21　沼津RC)

 宮島賢次、芹澤和子(7/22　米山梅吉記念館)

 宮島賢次、名古良輔

　　　　　　　 (7/22　会員増強・維持セミナー)

 久松　但、井上武雄、内田逸美

　　　　　　　　　　　　(7/24　沼津柿田川 RC)

 久松　但(7/25　沼津北RC)

会　　　長 宮島賢次 幹　　  事 山本宜司

広報委員長 成田みちよ 編　集　者 成田みちよ

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference 2017～2018年度

第 27巻 4号

2017年 7月29日

◆◆第 1242 例会　会長挨拶◆◆

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

  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  

● クラブテーマ ●
ク ラ ブ を 変 化 さ せ よ う

■■　本日のプログラム　■■ 

　■沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　納涼家族例会■　

移動例会　時間変更
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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

 ございません。

2.報告・連絡事項

①次週8月3日(木)は8月1日(火)に例会変更で、リバー

  サイドホテルにて12:30より、ガバナー公式訪問で 

  す。

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　納涼家族例会

 

　６階で例会を行った後、４階に移動して納涼会を

楽しみました。

　サンバの登場です。冷房が効いていますから、寒そ

うです。

　

　食事の後、６階のテラスに移動して花火の鑑賞で

す。

　目の前の花火は、音、光ともに大きく見ごたえが

ありました。




