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今月は、第2620地区ならではの米山月間です。

ここ米山梅吉記念館には毎年お邪魔させて頂いて、

奨学生の貴重なお話を拝聴しております。

今日は、私も米山梅吉記念館委員会の委員を務

めておりますので、記念館の運営状況等についてお

話しします。

記念館の運営は、静岡第2第3分区と山梨第4分

区所属の12クラブの中から、地区記念館委員会に6

名、運営小委員会に各クラブ2名ずつ計24名を委嘱

して運営のお手伝いをして頂いております。活動内

容は、記念館の年間を通しての運営と、春と秋の例

祭、例祭前の館報の発送と庭木の手入れ等です。運

営委員は年6回の参加になります。

春の例祭は、米山梅吉翁の4月 28日の命日に合

わせて、また秋の例祭は、9月16日の記念館創立記

念日に合わせて行われています。

また、当クラブからは公益財団法人の会計監事

として久松さん、評議員として名古さんが運営に携

わっておられます。

それから、運営に欠かせないのがお金です。米

山記念奨学会委員会とは違い、運営資金は全て寄付

金で賄われています。年間運営費は1200～1300万

円、最近では、修理費が掛かるようになったの

と、2019年秋に創立50周年を迎える準備のためも

あり増える傾向にあります。主な収入は、地区から

450万円、賛助会費・100円募金・周年事業寄付で

750万円等です。金銭的に厳しい運営状況です。当

クラブは全員が賛助会員とご協力を頂いています

が、他のクラブ・会員にも呼び掛けているところで

す。

2019年 9月 14日は、米山梅吉記念館創立50周年

記念式典が予定され、当クラブは記念式典と記念講

演委員会の担当を仰せつかっておりますので、更な

るご協力を賜ります様お願い致します。 

１０月のプログラム

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(火)

沼津リバーサイドホテル

沼津4RC合同例会　沼津北RC 

１1月のプログラム

1253回 12:30

11月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

会員卓話　クラブ管理運営

1254回 12:30

11月09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　佐藤宏和様 

ロータリー財団　理事会⑥

1255回 12:30

11月16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

11月23日(木) 祝日休会

1256回 12:30

11月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

クラブ協議会③下期活動計画

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

1250 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1248 回 28 名 21 名 5 名   92.86 %

●ゲスト

1.車　麗虹様:米山記念奨学生

●欠席者( 5 名) 　

 頴川ゆう子、神尾栄一、上野祥行、山田和典、

 渡邉勝也

●他クラブへの出席者

 重光　純(10/2　静岡RC)　

 内田逸美(10/02　沼津柿田川RC、10/3　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 本村文一

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

第27巻 12号

2017年 10月 5日

◆◆第1250 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■米山記念奨学生卓話　■

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



2

●スマイル報告

1.重光　純：家族の誕生日のお祝いありがとうござい 

  ます。

2.鈴木良則、3.井上武雄、4.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富士宮RC　10月09日(月)　祝日休会

②沼津柿田川RC10月09日(月)　祝日休会（MU受付無）

③沼津北RC 10月10日(火)　祝日週休会

（MU受付　11：30～12：30）

④沼津RC　10月13日(金)　祝日週休会

（Mu受付　11：30～12：30 沼津リバーサイドホテル)

2.連絡事項

①次週10月12日は、祝日週休会です。

②本日は、IAC例会が17:00より加藤学園高校記念館2F

  で開催されます。 

③9/28END POLIOの募金にご協力ありがとうございま

  した。4,861円集まりました。

　　　　　　理事会報告

1.報告事項

・11月12日（日）地区大会バス行程表が決まりました。

・次々年度会長候補者　指名委員会委員5名を選出し

  ました。

　鈴木和憲君(委員長)、宮島賢次君、山本宜司君、

  重光　純君、芹澤貞治君

2.協議事項

①11月度のプログラムの件  　

クラブ管理委員長　鈴木和憲君　

　提案のとおり承認。

②11・12月の席次表の件　SAA　植松　正君

　血液型別とする。

③10/29(日)インターアクト指導者講習会（藤枝順心 

  高校）参加の件⇒参加はしないが、登録料を支払う

④友人同伴例会開催の件　

　会員増強委員長　名古良輔　君

　12/7(木)外部卓話　高橋惠子孔子学院　院長。

　謝礼、同伴者6名まで招待。

⑤国際奉仕としてベトナム支援の件

　支援金を奉仕プロジェクト委員会と青少年奉仕委員 

　会で負担する。

⑥ロータリー財団奨学生卓話（11/9）の件

　望月昭宣学友　(1990/01 ｲｷﾞﾘｽ　開発経済学　外資

　系勤務）富士宮在住⇒謝礼、交通費を承認

⑦10/14(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）

　9月の理事会で決議された金額を修正。会長・幹事 

  の会費と交通費実費を支給する。

⑧ポリオ撲滅街頭募金活動の件（10/22）

　参加者の飲食代金、小会議室の貸室料⇒承認

　　

　　　　　　　卓　　　話

　　　米山記念奨学生　車　麗虹様

　六年前、自分の運命を変える夢を持ち一人日本の地

を踏みました。慣れない外国での生活は苦しいことも

多かったのですが、米山ロータリー奨学生に選んでい

ただいてから、私の夢が叶い始めました。奨学生にな

ることは光栄で、自分は幸運だと思います。

日本平ロータリークラブの方々、特に私のカウンセラ

ーである長橋さんには本当に心から感謝しております。

ロータリーの皆様の助けのもとで、昔思った事もなか

った事が実現できました。夢だった歯の矯正を蒔田先

生にしていただきました。向井さんのお店でアクセサ

リーに関するアルバイトもできました。最初から最後

まで仕事をすべてやらせていただき、非常にいい勉強

になりました。　　

　今後、日本と中国の交流がますます盛んになるなか

で、私のような留学生は重要な役割を担う事になるで

しょう。日中両国は一衣帯水の国と言われていますが、

習慣や風俗は大きく違います。日本で実際に生活して

みて、日本と日本人に対してイメージも大きく変わり

ました。日本にいる時間は長くなればなるほど、日本

人の考え方や生活方式もよくわかってきました。

　たとえば、最初は日本人が毎日三食必ず味噌汁を飲

まなければならないと思いましたが、もちろん、今の

私はそれが誤解だとわかっています。

　私が困ったとき、ロータリーの皆様は私を助けて下

さいました。私は永遠に心に刻みます。中国に帰国し

たら、皆様が私にしてくださったように、中国に滞在

している日本人たちを助けてあげたいです。

　日本で学んだこと、見たこと、聞いたことを周りの

友達に紹介したいです。皆様もぜひ中国に遊びにいら

っしゃってください。私の実家を皆様に紹介します。

私は日中の架け橋になり、日中の友好交流の促進に微

力ながら力を尽くしたいと思います。皆様との出会い

は、私のかけがえのない宝となりました。本当にあり

がとうございました。　　　
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現在、総選挙で各政党が色々な政策を訴えてい

ますが、「高等教育無償化」について考えてみまし

た。

憲法改正論議はさて置き、憲法26条は「能力に

応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保証し、こ

れを受けて教育基本法では、人種や信条などに加

え、経済的地位によっても教育上差別されないと定

めています。

国は教育の機会均等の実現に努める責務があり

ます。このことについては改憲に政治のエネルギー

を費やすよりも、今の憲法の精神を、確実に実践し

て行く事が重要と思います。

ある調査では、年収400万円以下と1千万円超の

家庭では、私大への進学率に倍近い開きがあるそう

です。

資格や収入の形で恩恵を受けるのだから、学費

は本人や家庭が負担するのが当たり前だという考え

が、根強くあります。しかし、技術革新や国際化に

伴い、仕事に求められる知識や技能のレベルは上

がっています。今や高等教育はぜいたく品ではあり

ません。

貧富による進学格差を放置すると、貧困が再生

産され、更に社会を分断させてしまう。逆に、大学

や専門学校で学び、安定した収入を得る層が厚くな

れば、税収が増えて社会保障などを支えることが出

来る。お金の問題で高等教育を諦める人がいるの

は、日本全体の損失だと思います。

一律無償化には、3.7兆円の財源が必要だそう

で、直ぐに実現は難しいため奨学金制度の改善を急

ぐべく、給付型奨学金が段階的に始まりました。対

象は1学年2万人とまだまだです。

教育費負担軽減は、少子高齢化対策にもなりま

すので、早く対策を進めて頂きたいものです。

１０月のプログラム

1252回 18:30

10月24日(火)

沼津リバーサイドホテル

沼津4RC合同例会　沼津北RC 

１１月のプログラム

1253回 12:30

11月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

会員卓話　クラブ管理運営

1254回 12:30

11月09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　佐藤宏和様 

ロータリー財団　理事会⑥

1255回 12:30

11月16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

11月23日(木) 祝日休会

1256回 12:30

11月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

クラブ協議会③下期活動計画

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

1251 回 28 名 23 名 -   82.14 % 

1249 回 28 名 24 名 4 名   100 %

●欠席者( 5 名) 　

 頴川ゆう子、名古良輔、下原満知子、鶴田龍聖、

 内田逸美

●他クラブへの出席者

 神尾栄一、内田逸美(10/10　沼津北RC)　名古良輔

(10/12　eClub one)　内田逸美(10/13　沼津RC) 

頴川ゆう子(10/15　北海道2500ロータリーEクラブ)

  

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 本村文一

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

第 27巻 13号

2017年 10月 19日

◆◆第 1251 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■クラブフォーラム②　クラブ管理運営委員会■

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.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.上野祥行

、7.神尾栄一：家族の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。

8.鈴木良則：クラブ管理運営委員会の皆さん、クラ

ブフォーラム、宜しくお願いします。

9.名古良輔：10月19日から24日まで、ベトナム支援

の旅に出かけます。2回続けて例会を欠席します。募

金活動並びに、4クラブ合同例会が成功することを、

ベトナムから祈っています。

10.名古良輔：9月も100キロを走り、これで31ヶ月連

続目標を達成しました。通算走行距離が6,000キロを

超えました。

11.地区大会参加者：11/12の地区大会の登録料の端

数をスマイルします。

12.重光　純：地区大会に出席出来なくなりました。

すみません。

13.神尾栄一：前回の欠席、本日の遅刻、申し訳あり

ませんでした。

14.久松　但、15.井上武雄：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RC

10月20日(金)→24日(火)　沼津4RC合同夜間例会

MU受付　11:30-12:30　沼津リバーサイドホテルにて

②富士宮西RC

10月20日(金)　例会場変更　於：朝霧アリーナ

③沼津柿田川RC

10月23日(月)→22日(日)早朝例会の為　MU受付　有

④沼津北RC

10月24日(火)4RC合同例会の為　MU受付11:30～12:30

2.連絡事項

①次週26日(木)は24日(火)に例会変更で、リバーサ

イドホテルにて18：30点鐘で、沼津4RC合同例会です

。 

②10/5 END POLIOの募金ご協力有難うございました

3,946円集まりました。

　　　　　クラブフォーラム

　　

クラブ管理運営委員会委員長　

　　　　　　　　　　　鈴木和憲　君

　

　今回のクラブフォーラムでは、今後のクラブ運営

について会員の意見を聞かせていただくアンケート

を取らせていただきました。

　その結果①の特別例会の回数と内容については、

今まで通りでよいとの意見が大多数で今後も現状で

進めたいと思います。

　②の夜間例会のことですが、こちらも出席率とか

を考えると、現状のままで良いのではないかとの意

見がほとんどであり、テーブル会や特別例会などは

夜間に行われる事が多いので、こちらも現状のまま

継続の意見が多数でした。

　③のクリスマス例会は家族例会でもあるので、子

供同伴も多く家族や子供たちが楽しめるアトラクシ

ョンや全会員参加の催しものなどがよいなど色々な

意見がありました。

　④の海外メーキャップや他都道府県のロータリー

への合同例会については、意見が様々で、必要なし、

数年に一度ぐらいなら、国中の旅行を兼ねたメーキ

ャップを企画してほしい、東京や他府県での合同例

会に参加してみたい、海外や宿泊を伴うと所要時間

が増えるのでやめたほうが良いなどありました。こ

れについては今後も検討を重ねてみたいと思います。

　　　

　
頴川（　③　） 井上（１、１） 宮口（　③　） 本村（２，１）

永井（　２　）

田村（　③）

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

久松(1,2)+１ 神尾（③）+１ 宮島（③）+３

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

杉山（③）+２ 鈴木博(２，１) 鈴木和(2,1)+1 鈴木良(　③　) 土屋（　③　）+１ 鶴田（2,1）+１

内田(2,1)+２ 植松（③）+２ 上野（③）+１ 渡邉勝(　１　) 渡邉亀(　③　) 山田（③）+１ 山本(③)+２

例会出席％　　80 . 95　% 地区報告％     95 . 24　　%

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 会長

  本日は沼津4クラブ合同例会ですが、再開して

から早7回目を迎えます。思い出せば2011年私が1

回目の会長を務めていた年に、東日本大震災が起

こりました。当時の4クラブの会長・幹事8名が集

まり、震災復興の為に何か共同で出来る事は無い

かと話し合った事がきっかけで、先ず合同例会を

復活させて意識の共有が出来る様にしよう。先ず

親睦を図ろうという結論になり、実行致しました。

　その後、回を重ねましたが、今回9月23日にポ

リオ撲滅街頭募金活動が4クラブ合同で行われ、

成功裏に結果が出ました事は、この合同例会実施

で培われた「つながり」がもたらしたと思ってい

ます。

　この「つながり」または「つながる」は、ロー

タリーでは非常に良く使われる言葉です。ロータ

リーは、様々なつながりを持っています。クラブ

とクラブのつながりである国際間または国内の姉

妹クラブ。インターアクトクラブ・ローターアク

トクラブ及び奨学生・学友等の青少年。そして所

在地域にお住いの人達です。これは、すべて奉仕

と親睦活動でクラブとつながっています。

　6年前私は、先ず第3分区の会長・幹事と出会い、

そこで偶々ですけど、ガバナーが沼津クラブの積 

惟貞さん、ガバナー補佐が沼津北クラブの伊東哲

夫さんでした。この様に沼津がそろったところで、

沼津4クラブの会長・幹事は必然的に仲良しにな

り、ここで出来た「つながり」が今まで続いてい

る年4回持ち回りの飲み会です。これがロータ

リーの良いところだ。会長やって良かったと本当

に思っています。

　次年度からは、御殿場・裾野・長泉とやはり沼

津に近い3クラブが合流する第2グループになりま

す。更に「つながり」が広がります。楽しみです。

１０月のプログラム

1253回 12:30

11月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

会員卓話　クラブ管理運営

1254回 12:30

11月09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　佐藤宏和様 

ロータリー財団　理事会⑥

1255回 12:30

11月16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

11月23日(木) 祝日休会

1256回 12:30

11月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

クラブ協議会③下期活動計画

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

1252 回 26 名 21 名 -   80.77 % 

1250 回 28 名 23 名 3 名   92.86 %

●欠席者( 5 名)

  頴川ゆう子、宮口雅仁、本村文一、名古良輔、

  下原満知子 

●他クラブへの出席者

　鶴田龍聖(10/23　伊豆中央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 本村文一

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

第 27巻 14号

2017年 10月 24日

◆◆第1252 例会　会長挨拶◆◆

■■　本日のプログラム　■■ 

■ 沼津4RC合同例会 ■

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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幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮RC

  10月30日(月)→27日(金)　富士宮西RCと合同例会

②沼津柿田川RC

 10月30日(月)→24日(火)4RC合同例会の為 MU受付有

③富士宮西RC

 10月27日(金)　夜間合同例会　富士宮RCと合同例会

2.連絡事項

①10/19 END POLIOの募金にご協力有難うございまし

　た。3,718円集まりました。

　沼津4RC合同例会

沼津RC 吉野聖一会長

　みなさん今晩は。沼津RC本年度会長の吉野聖一で

ございます。

　本日は日頃大変お世話になります大塩会長をはじ

め皆様にご尽力をいただき沼津北RCがホストクラブ

として沼津4RC合同例会が開催されますことに感謝申

しあげます。ありがとうございます。

 また、先般9月23日のエンドポリオ街頭募金では沼

津柿田川RCの前田会長に音頭をとっていただき総勢

84名で街頭募金ができました。会場のサントムーン

柿田川の皆さまにもご協力いただいたことでRCの公

共イメージ向上に効果がありました。そして本日24

日が世界ポリオデーとなり、節目として合同例会の

開催日としていただきました。大塩会長ありがとう

ございます。

　皆様ご存じのとおり、エンドポリオ募金はRCが1に

対しビル＆メリンダゲイツ財産が2倍の寄付をいただ

きます。同じように4クラブ集まりますと相乗効果が

生まれることを実感しています。その意味で本日は

積惟貞パストガバナーと太田昭二ガバナー補佐とと

もに合同例会を楽しんでいただきたいと存じます。

明日へ活力を生み出す有意義なひとときであります

ことを祈念しご挨拶といたします。ありがとうござ

います。

 
  

  沼津北RC 

大塩秀樹会長　

　みなさん今晩は。沼津4ロータリー合同例会によう

こそおこし下さいました。また、積パストガバナー、

太田ガバナー補佐のご出席も頂きましたことに御礼

申し上げます。本年度この例会のホストを務めます、

沼津北ロータリークラブ会長の大塩です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　この4クラブ合同例会は、一時期開催されていませ

んでしたが、2011-12年度に再開され、以来、各クラ

ブが持ち回り当番で毎年開催されています。4クラブ

の交流・親睦の場としては、4クラブ対抗のゴルフコ

ンペが毎年開催されていますが、本年度も来月19日

に柿田川RCさん主催で開催されます。本年度は、そ

れに加え、END　POLIOの募金活動として4クラブ合同

での街頭募金活動が9月23日にサントムーン柿田川で

80名以上方の参加を頂き、盛大な募金活動を行なう

ことが出来ました。その様子は、各メディアに取り

上げられるなどEND　POLIOへの協力とロータリーの

公共イメージ向上の目的が達せられたと思います。 

　そして何より4クラブの合同事業として、クラブ間

での交流の機会としても大きな効果があったものと

思います。合同事業を提案、企画頂きました柿田川

RCの前田会長にあらためて御礼申し上げます。

　本日は4クラブ併せて118名の会員の皆様にご参加

をいただいております。限られた時間の中ですが、

より懇親を深められ、充実した例会となりますよう、

ホストクラブとして楽しい例会作りに努めてまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

  乾杯の挨拶は、沼津柿田川 RC　前田 守 会長

　　静岡第3分区　太田昭二ガバナー補佐

       積惟貞パストガバナーを囲んで

　　　　　　　手に手つないで




