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　　ロータリーの友9月号の「クラブを訪ねて」と

いうコーナーでは、「一騎当千の女性メンバーがひ

しめく」という題で、東京中央新ロータリークラブ

を紹介しています。

　このクラブは、210名の男性会員だけの東京中央

RCが女性会員を受け入れるか否やの時に、女性会員

だけの子クラブをつくったらどうだという話になり、

2001年に女性18名で誕生したのがこのクラブです。

現在では、女性40名男性9名になるそうです。

　少ない男性会員のよもやま話に、当初のメンバー

には、とんがった人、我の強い人が多かった。経営

者である女性が自らの経験判断をもとに事を運ぼう

とするので、女性同士もめることも多く男どもは中

に入っての仲裁役だったが、そうした人たちは次々

にやめて、穏やかな人達が残り、若い人が増えてと

ても安定しているそうです。

　当クラブにも女性会員が5名いらっしゃいますが、

穏やかな方ばかりでクラブは安定して和んでおりま

す。（本当にそう思っております(^o^)

　奉仕活動では、流石に女性目線の発想で、次代を

担う子供向けのプログラムが多く、児童養護施設の

児童とサマーキャンプ、アニメ上映会、日帰り旅行

などを行い、また地元の小学生を引率しての画廊め

ぐりは8年続いているそうです。

　今年は、養護児童と東日本大震災の被災地にクロ

マツの苗を植樹するボランティア活動を計画・実現

しました。

　当クラブも、これをヒントに今までに無い共同ボ

ランティアを試みるのは如何でしょうか。

９月のプログラム

1248回 12:30

09月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ①

公共イメージ向上委員会　理事会④

09月21日(木) 祝日週休会 

1249回 12:30

09月28日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 社会奉仕ｾﾐﾅｰ報告 

奉仕プロジェクト委員会 

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

1247 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1245 回 28 名 26 名 0名   92.86 % 

●ゲスト

1.一般社団法人ロータリーの友事務所　所長・理事

　渡辺 誠二 様 (東京みなとRC)　

●欠席者( 5 名)

　井上武雄、重光　純、本村文一、内田逸美、

　渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　久松　但、神尾栄一、宮島賢次、本村文一、

　成田みちよ、芹澤和子、芹澤貞治、下原満知子、

　杉山真一、鈴木和憲、鶴田龍聖、内田逸美、

　植松　正、上野祥行、山田和典、山本宜司

　(9/2　研修会)

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 永井克彦

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference

◆◆第 1247 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 外部卓話　ロータリーの友事務所 ■

■ 所長・理事  渡辺 誠二 様 ■

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  
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●スマイル報告

1.土屋昌之：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

2.宮島賢次、3.山本宜司、4.鈴木良則、5.鈴木和憲

：ロータリーの友、渡辺様、本日の卓話、宜しく

　お願いします。

6.名古良輔：鈴木良則さん、ベトナム支援隊へのカ

　ンパありがとうございます。

7.芹澤貞治：鈴木良則様、心遣いありがとうござい

　ました。新会員研修会出席の皆様、ご苦労様でし

　た。

8.鶴田龍聖：諸用の為、中座させて頂きます。

9.永井克彦：来週は、欠席します。

10.研修会参加者：研修会残金です。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮RC

　9月11日(月)→14日(木)夜間例会

②新富士RC

　9月12日(火)→9日(土)おきがる無料相談所

③富士宮西RC

　9月08日(金)→10日(日)ポリオプラス街頭キャンペ

  ーン　MU受付有

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。

②END　POLIOの募金にご協力ありがとうございまし

た。

「ロータリーの友」あれこれ

一般社団法人ロータリーの友事務所

   　　所長・理事　渡辺誠二様（東京みなとRC）

　1953年1月に発刊された「ロータリーの友」が、地

域雑誌として初めて認定された1980年7月号から37年

を迎え、創刊以来64年となりました。

　世界中のロータリアンは、RI理事会の承認した英

語版の「ザ・ロータリアン」誌をはじめ雑誌のうち

一誌を定期購読することが義務づけられています。

これらの地域雑誌は25の言語で発行されていますが

、『友』誌は、そのうちの日本語で発行されている

一誌となります。

　ところで、ロータリーの友事務所は、『友』発行

に特化した、「発行所」として設立され、世界の地

域雑誌でもまれな組織で、友委員会に管理指導され

ています。そして、2010年の法人化以降は、課題だ

った賠償責任保険も付保し、4－5年ごとのRI審査を

経て現在に至っております。

　この間、2016年7月号から、A4版変形からA4版にサ

イズ変更しました。このことで、大きな課題であっ

た「3.11大震災」以来、友事務所の赤字運営という

問題に挑戦しました。2016－17年度決算では赤字が

縮小しましたが解消には今一つ挑戦が必要です。

　「より良き『友』」の継続発行をめざし、幾多の

先輩たちが、創刊時の初心を忘れず、日本のロータ

リアン同士の情報交換と研鑽の媒体として、今日の

伝統を築き上げてきました。

　今後とも「より良き『友』」の発行に全力であた

るため、2017年7月号からは新企画を導入し、ホーム

ページも充実させる方針(7月号委員長メッセージ参

照)です。具体的には、編集長の交代を契機とし、「

表紙がイラスト」になり、「 New Generation 」で

、インターアクター、ローターアクターなどの夢を

連載します。「私の一冊」を設け、「声」では読者

、投稿者等のコミュニケーションの場とし、『友』

に関する建設的なご意見、感想を掲載します。その

他、マイナーチェンジも含め親しみやすさにも挑戦

していきます。

　

　クラブ活動などの投稿など、ご支援をお願い申上

げます。
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　　9月は、RIでは基本的教育と識字率向上月間とな

っています。

　　識字率とは、ユネスコでは、その地域の15歳以上

の人口に対して、母語における日常生活の読み書きが

出来る割合と定義しています。

  ロータリーでは、地域の識字水準が、その地域の生

活水準に直結するという観点から、読み書き、計算の

出来ない人達を援助するために、月間として定めまし

た。

  最近の調査では、第二次世界大戦後各地域とも順調

に識字率が向上している様です。全世界の平均は約

75％ですが、母語と公用語が異なる場合や移民が多い

国ほど識字率が低下する傾向がありますので、国際的

に比較するには難しい点もあります。

  低い地域ではアフガニスタン・パキスタン・ニジェ

ール等は10～40％です。国内紛争が多い地域になりま

すが、やはり教育が行き届かないと紛争の原因になる

という結果になるのでしょうか。また、ポリオ撲滅が

出来ない地域とも重なっています。改めて教育の大切

さを実感します。

  因みに現在の日本は99.8％と世界最高水準です。調

査機関によっても数値に違いがありますが100％という

国はありません。

  ここで、面白い話があります。第二次世界大戦後、

GHQが「日本語は漢字が多いために覚えるのが難しく、

識字率が上がりにくいために民主化を遅らせている」

という偏見から、日本語をローマ字表記にしようとい

う計画が起きました。そこで日本人の国字ローマ字論

者の言語学者に、15歳から64歳までの約1万７千人の

老若男女を対象とした日本初の全国調査「日本人の読

み書き能力調査」を実施させた結果、読み書き出来な

い者は2.1％にとどまり、日本人の識字率が高いこと

が証明されました。調査した言語学者はGHQから「識

字率が低い結果でないと困る」と言われましたが、「

結果は曲げられない」と突っぱね、日本語のローマ字

化は撤回されました。

９月のプログラム

1249回 12:30

09月28日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 社会奉仕ｾﾐﾅｰ報告 

奉仕プロジェクト委員会 

１０月のプログラム

1250回 12:30

10月05日(木)

米山梅吉記念館　　　

米山記念奨学生卓話 車 麗虹様

理事会⑤

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

1248 回 28 名 21 名 -   75.00 % 

1246 回 28 名 25 名 2 名   96.43 %

●ビジター

1.杉山栄一様（沼津北 RC)　

●欠席者( 7 名)

　久松　但、井上武雄、永井克彦、芹澤和子、

　下原満知子、鈴木和憲、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　久松　但(9/7　IAC 例会)

●スマイル報告

1.山本宜司、2.鈴木良則：公共イメージ向上委員会

  成田委員長、本日は、宜しくお願いします。

3.鶴田龍聖：先のゴルフ同好会、優勝させて頂きまし

  た。

4.神尾栄一：ゴルフ同好会、ニアピンを取らせて頂き

  ました。

5.山田和典：ゴルフ同好会、おつかれ様でした。

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 永井 克彦

Rotary: Making a DifferenceRotary: Making a Difference

◆◆第1248 例会　会長挨拶◆◆

    ■■　本日のプログラム　■■ 

    ■ クラブフォーラム① ■   

■ 公共イメージ向上委員会 ・理事会 ④ ■ 

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

2017～2018年度

第27巻 10号

2017年 9月 14日
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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮RC　

  9月18日(月)　休会

②富士宮西RC

　9月15日(金)　米山記念館訪問　MU受付有

　9月22日(金)　祝日休会

③沼津RC

　9月22日(金)　祝日休会 MU受付有　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本日は、理事会がありますので、理事の方は出席を

  お願いします。

②次週9月21日は、祝日週休会です。 

③9月23日(土祝)の4クラブ合同ポリオ募金活動に参加

の方は、10時30分にサントムーン1階セントラルコ

   ート付近に集合してください。

④END　POLIOの募金にご協力ありがとうございました。

理 事 会 報 告

1.報告事項

・8/19（土）静岡第3分区　臨時会長・幹事会議が開

　催され、来年度静岡第2グループを構成する12クラ

　ブで次期ガバナー補佐の推薦方法、分区運営方法が

　検討され、選出クラブ及びIM開催順序をクラブ創立

　順にすることが承認され、来年度は、IM主催クラブ

　を沼津RC、ガバナー補佐を山口和一さんとすること

　が承認されました。

・9/2(土)入会5年未満会員研修会をMU扱いとしました

。　

2, 協議事項

①9月度のプログラムの件  　

　クラブ管理委員長　鈴木和憲君 ⇒ 承認。

②米山奨学生卓話（10／5）の謝礼の件

　謝礼及び交通費とする。

③9月16日(土)開催の米山梅吉記念館秋季祭の参加の

　件 ⇒ 祝儀を支給する。

④10／14(土)第3回会長・幹事会議会費の件

（場所：富士市日本料理はせ川）

　会長・幹事の会費と交通費実費を支給する。

⑤9／23(土)　10／22(日)のエンドポリオ募金活動を

　MU扱いとする件 ⇒ 承認。

⑥沼津4クラブ合同例会の件

　クラブ管理運営委員長　鈴木和憲君

　会費を、例会食事代と会員負担とする。

⑦11月11日（土）12日（日）地区大会出席義務者登録

　料・交通費の件

　11日　晩餐会登録料及び宿泊費

　12日　会員登録料は、上限を決め、クラブから支給

　　　　する。

　12日のバスは沼津柿田川RCと同乗し、大型バス代は

　折半する。

⑧ロータリーマーク入りスポーツジャケット購入の件

　サックスを購入。実費は会員負担とする。

クラブフォーラム

　　　　「ポリオ撲滅街頭募金について」

   公共イメージ向上委員会　成田みちよ 委員長

　ロータリーでは世界がひとつになってポリオ撲滅を

応援する「世界ポリオデー」を行っています。

第2620地区では2017年10月24日の世界ポリオデーに向

け2017年9月1日～10月23日の間各地域で募金活動を行

っております。

沼津4ロータリー(沼津・沼津北・沼津西・沼津柿田川)

では4クラブ合同でサントムーン柿田川様のご協力を得

て「ポリオ撲滅キャンペーン街頭募金」活動を行いま

す。

1　主催　沼津4ロータリークラブ

　　　  （沼津・沼津北・沼津柿田川・沼津西）

2　実施日　平成29年9月23日土曜日

3　街頭募金実施場所　サントムーン柿田川

4　集合時間　午前10時30分

5　集合場所　サントムーン柿田川正面入口セントラ

　　ルコート前

タイムスケジュールにつきましては、例会の際に配布

致しました資料に記載して御座いますのでご確認下さ

い。

皆様、どうぞご理解・ご賛同の上、募金活動にご協

力・ご参加下さいます様、宜しくお願い申し上げます

。

　
頴川（　④　） 井上（１、１） 神尾（　④　） 宮口（　３　） 本村（　３　）

永井（　３　）

田村（　④　） 土屋（　④　） 鶴田（３，１）

植松（　④　） 上野（　④　） 山本（　④　）

-------------------------8月分出席一覧 -----------------------

久松(３，１) 宮島（④）+３

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

杉山（④）+１ 鈴木博(　④　) 鈴木和(　④　) 鈴木良(2,免除)

内田(3,1)+１ 渡邉勝(　２　) 渡邉亀(　④　) 山田（3,1）+１

例会出席％　　86 . 36 　% 地区報告％     92 . 73　　%

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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先般のポリオ撲滅キャンペーン募金活動には、

大勢の会員に参加頂き有難う御座いました。イン

ターアクトの生徒達も多く、色々な意味で大成功を

収めることが出来たと思います。

　募金活動の意義とは、良く言われるのは「集まっ

た金額ではなく、やったことに意義がある」です。

確かにロータリアン57名、インターアクト26名の総

勢83名の参加に対して、集まった金額は9万円余り

でした。1時間と限られた時間でしたが、割に少な

いなと思ってしまいます。しかし、市民からはやは

り小銭が多いので、気持ちを頂くと思うとこの位な

のだなというところですね。

　もう一度、街頭募金の意味を考えてみますと、先

ず募金する側から見て、活動する団体はロータリー

クラブだから信用出来る。前面に立っているのは高

校生で、一生懸命に元気な声を出している。また、

会場のサントムーン柿田川さんの協力が合って相乗

効果としては満点でした。

　特に今回は、ロータリアンのおじさんおばさんだ

けでは絵にならず、高校生が居たから様になったと

思います。

　高校生は、「募金を集める」という経験自体に意

味があります。また、ロータリークラブとしては、

ガバナーの方針として公共イメージ向上と財団への

寄付を目的としていますから、「ロータリーはポリ

オ撲滅運動を長年行っています」というアピールは

少し出来たかなと思います。では、寄付という目的

の金額は？活動することが第一ですが、金額は多い

ほど助けられる人達が増えます。悩ましいところで

す。

　今回は、活動すること自体が一番で、国際的な社

会問題の啓発も目的の一つですから成功でした。10

月22日は当クラブと加藤学園インターアクトクラブ

との街頭募金を計画しています。出来るだけ全ての

的が達成出来ます様ご協力をお願い致します。

１０月のプログラム

1250回 12:30

10月05日(木)

米山梅吉記念館　　　

米山記念奨学生卓話　　車　麗虹様

理事会⑤

10月12日(木) 祝日週休会 

1251回 12:30

10月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ②

クラブ管理運営　委任 

1252回 18:30

10月24日(木)

沼津リバーサイドホテル

沼津4RC合同例会　沼津北RC 

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

1249 回 28 名 24 名 -   85.71 % 

1247 回 28 名 23 名 3 名   92.86 %

●ビジター

1.望月浩幸様：富士宮RC　

●欠席者( 4 名)

久松　但、重光　純、鈴木博行、鶴田龍聖

●他クラブへの出席者

内田逸美(9/13　三島RC)　宮島賢次、久松　但、芹

澤和子(9/16　米山梅吉記念館)　重光　純(9/20 

北海道2500ロータリーEクラブ)　内田逸美、鈴木博

行(9/22　沼津RC)　久松　但、宮島賢次、名古良輔、

成田みちよ、芹澤貞治、芹澤和子、下原満知子、杉

山真一、鈴木和憲、土屋昌之、鶴田龍聖、植松　正、

山田和典、山本宜司(9/23　ポリオ募金)　井上武雄

(9/25　沼津柿川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 永井克彦

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

第 27巻 11号

2017年 9月 28日

◆◆第1249 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■社会奉仕セミナー報告 奉仕プロジェクト委員会■

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.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、4.井上武雄：入会記念日のお祝いありが

 とうございます。

5.宮島賢次、6.鈴木良則、7.芹澤貞治：ポリオ撲滅募

 金活動、お疲れ様でした。

8.山本宜司：ポリオ撲滅募金活動、お疲れ様でした。

 次回10/22の募金も、宜しくお願いします。

9.渡邉勝也：連続で欠席しまして、申し訳ございませ

 んでした。

10.山田和典：次回、所用の為、欠席いたします。

11.井上武雄：所用につき、早退させて頂きます。

12.ポリオ募金参加者：ポリオ募金後、昼食代の残金

  です。

13.A.Dテーブル：A.Dテーブル残金です。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川RC：10月02日(月) 休会　（MU受付有) 

②沼津北RC：10月03日(火) 移動例会の為  (MU受付

　　　　　　              11:30-12:30）

2.連絡事項

①23日は、ポリオ撲滅街頭募金に参加いただきありが 

　とうございました。90,376円集まりました。　

②次週10/5は、米山梅吉記念館にての移動例会です。

③次回は、12時より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。

④9/14END POLIOの募金にご協力ありがとうございま

  した。4,206円集まりました。

社会奉仕セミナー報告

講演「100万人のGOMI広い」荒川祐二氏（作家）

　　奉仕プロジェクト委員会　杉山真一委員長 

　荒川祐二氏は、京都出身で上智大学経済学部卒の昭

和61年3月25日生まれの31歳の作家で大学時代に「自

分を変えたい」という思いで、毎朝6時から日本一汚

い場所新宿駅東口の清掃を『一緒に掃除してくれる人

募集！』と書かれた看板を背負ってたった一人で始め

た活動は、嫌がらせや中傷を乗り越え、周りの人の心

を動かし、最初はホームレスの協力から始まり、一人

また一人と仲間が増え、ＮＨＫの取材や新聞報道によ

り紹介され半年後の2007年5月3日（ゴミの日）には、

全国27か所、総勢444人の人を集める。

　その活動は現在も継続され、2010年5月3日には全世

界500ヶ所以上、総勢15万人以上の全世界ムーブメン

トに広がっています。

　現在は小説家業を行う一方で、通算300回、参加者

累計10万人以上に及ぶ全国の学校を中心とした講演活

動、イベント、メディア出演等、様々な活動を行い作

家としては、日本神話「古事記」に係る作品を執筆中

だそうです。

　最後に、続ける事の大切さ、当たり前のこと、すべ

ての人に感謝することが大切と気付かされました。

機会がありましたら皆様にも是非、聞いていただきた

いと思います。

公共イメージ委員会より

公共イメージ向上委員会　成田みちよ委員長

 9月23日(土)に行われました、END POLIO 4クラブ合

同街頭募金では、大勢の皆様のご協力を頂戴致しまし

て無事に終えることが出来ました。

誠に有り難う御座いました。

10月22日(日)には西クラブ単独の街頭募金を予定して

御座います。皆様より頂戴致しましたご意見を踏まえ

て、街頭募金を行いたいと思いますので、ご協力の程、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。




