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　毎年世界で10億人がデング熱やハンセン氏病に苦

しみ、先進国での症例が少ないため製薬会社の開発

が遅れています。世界には保健従事者の数が人口1

万人あたり23人に満たない国が57あり、毎年世界で

240万人の医師、看護師、助産師、熟練介護士が不

足しているそうです。

  また、世界人口の6人に1人が医療費を払うことが

出来ません。そして、医療費の負担によって毎年1

億人が貧困生活に追い込まれています。

　ロータリーでは、これらに対処する奉仕活動が出

来る様にグローバル補助金の活用を奨励しています。

しかしながら実行するには中々難しいクラブ状況で

す。会員増強して力を付けたいものです。

今月のロータリーの友に掲載されている様に、実践

しているクラブがあります。また、他にも国境無き

医師団は、戦火のなか命懸けで活動している医師や

看護師等沢山の勇気ある方々が居られます。本当に

頭が下がります。当クラブの名古さんもその一人で

すね。

　先に話した医療費が払えない人達が大勢居る現状

ですが、貧困や格差社会では、先般会長挨拶で触れ

た進学格差と同じ様に、平等な予防や治療が受けら

れない状態になります。お金が無くて死んで行くの

を待つしか無いなんて痛ましいことこそが、無く

なって欲しいことです。

　最近思うのですが、日本でも格差によって高額な

治療や医薬品求めることが出来ないケースが多々あ

ります。例えば癌に効くオプジーポなどは価格が下

がり保険適用となったといってもかなり高額です。

開発段階で多額な投資をしていることは分かります

が、治療方法や薬を開発する一番の目的は、患者を

救うためのはずです。製薬会社の立場もあるので

しょうが、せっかくの良薬は必要とする大勢の人達

が使用出来れば、価格が下っても採算になると思い

ます。もう少し患者側に優しくなって欲しいもので

す。

１2月のプログラム

1258回 12:30

12月14日(木) 

ニューウェルサンピア沼津　クラブフォ

ーラム③クラブを変えよう理事会⑦会長

1259回 18:30

12月21日(木)

ニューウェルサンピア沼津

クリスマス例会　クラブ管理運営

12月28日(木) 裁量休会

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

1257 回 28 名 25 名 -   89.29 % 

1255 回 28 名 21 名 4 名   89.29 %

●ゲスト

1.高橋惠子様：工学院大学孔子学院　学院長

2.吉川浩康様：(有)アイズ　コミュニケーション

3.渡邉ひろみ様：(株)クレマコーポレーション

4.小林昭憲様：明治安田生命 沼津南営業所所長

●欠席者( 3 名)

 井上武雄、神尾栄一、上野祥行

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 久松　但
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●スマイル報告　

1.名古良輔、2.鈴木良則、3.久松　但、4.鈴木和憲：

 高橋惠子様、本日の卓話、宜しくお願いします。

5.宮島賢次：本日は、ゲストの皆様、ようこそいらっ 

 しゃいました、ありがとうございます。

6.名古良輔：友人同伴例会にお越しいただきました皆 

 様、どうぞゆっくりとお楽しみください。

7.成田みちよ：本日の友人同伴例会に、吉川様、ご出

 席下さり、ありがとうございます。

8.名古良輔：12月3日、2017野口みずき杯お伊勢マラ 

 ソン、息子と二人で参加し無事完走しました。最後

 の5キロ、伊勢自動車道の上りは辛い道のりでしたが、

 しっかりと走る事ができました。鍛錬の賜物です。

9.A.Cテーブル：A.Cテーブル会の残金です。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC　12月12日(火) 夜間例会(忘年家族会)　 

            MU受付　11:30-12:30

②富士山吉原RC 12月14日(木)　忘年家族会

          　MU受付　11:30-12:30　ホワイトパレス

2.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。

②11/30 END POLIOの募金にご協力有難うございまし

  た。4,012円集まりました。

外部卓話  高橋惠子 孔子学院 学院長

「新語で読み解く中国事情」

  沼津市出身、在住の高橋恵子です。静岡大学在学中

のNHK静岡のラジオパーソナリィティを始め、大学卒

業後に群馬テレビに就職し局アナを経てフリーに。以

来36年間アナウンサーの仕事をしてきました。

  その内、1993年から95年、2011年から2017年3月ま

で中国国際放送局(北京放送)で働き、この2回の中国

勤務が私の人生をとても豊かにしてくれました。

　2回目の駐在から帰国して約半年。今回の中国暮ら

しで感じたこと、見たことを「ことば」をキーワード

に報告させていただきます。90年代と今回で、もちろ

ん中国は大きく変貌しています。どこが、どんな風に

変わったのか？同じ漢字、同じ単語でも日本とは違う

意味や、その言葉から受けるイメージを紹介します。 

  また、ニュースなどで耳にする中国の政治、経済用

語のその意味や、1ヶ月程前に終わったばかりの中国

共産党大会からも気になる言葉を拾います。

　アナウンサー目線、でもメディアではあまり伝えら

れない「今」の中国を感じていただければ、幸いです。

☆ 年次総会

　沼津西ロータリークラブ定款第8条第2節に基づき、

年次総会が開催されました。

　この中で、沼津西ロータリークラブ細則第3条第3節

により、指名委員から11月の第1例会において指名し

た次年度理事候補者、次々年度会長候補者の当選が確

定しました。これにより会長から以下の宣言がありま

した。

（１）次年度理事

　　　鈴木和憲、久松　但、宮島賢次、渡邉勝也、

　　　神尾栄一、芹澤和子、上野祥行、土屋昌行、

　　　重光　純

（２）次々年度会長

　　　久松　但

（編集後記）

　　年次総会で、次々年度の会長に選出されました。

　会長は、2010～2011年度以来、9年ぶりになります。

　既に幹事も2回(2008～2009年度、2012～2013年度)

  拝命し、2006～2007年度には、名古ガバナー補佐の 

　もとで補佐事務局も経験しました。

　　早いもので、すでに入会以来15年が経過しました 

　が、何度か会長幹事等の役職に就くと、分区内の他

　のクラブの方々から、地区大会や地区協議会等で良

　く声をかけられます。

　　ロータリークラブは不思議な魅力があり、初対面

　でも、バッジ一つで昔からの知り合いのような会話

　ができます。そんな経験を何度もしてきました。ク 

　ラブの役職に就くことは、そんな経験もさせてくれ

　るのです。



1

　 

　先週は、友人・知人・入会候補者同伴例会を3名

のゲストを招いて開催しました。紹介して頂いた会

員に対して感謝申し上げます。ゲストの中に1人女

性がいらっしゃいましたが、今日は「女性とロータ

リー」についてお話し致します。

　ロータリーの中核となる価値観の一つに「多様

性」がありますが、女性会員を増やしてゆこうとい

うのもその「多様性」を重視する価値観に基づいて

います。

　ロータリーに女性が入会を認められたのは1989年、

今から28年前のことで、そんなに昔のことではあり

ません。女性を入会させる動きは1970年代からあり

ました。

  1977年米国カリフォルニア州のデュアルテRCが当

時のRI定款やクラブ定款に抵触することを承知で女

性を入会させ、RIから除名されます。しかし、1987

年米国連邦最高裁判所は、RCが性別を理由に女性を

拒否できないという判決を下します。これを受けて

RIは、ようやく「米国のクラブは、性別に関係なく

会員候補者を公正に検討する様に奨励する」という

声明を発表しました。

  全世界のRCで女性の入会が正式に認められたのは、

その2年後1989年の規定審議会で、「RCの会員は男

性に限られる」という定款の要件を削除するよう可

決されてからでした。現在、世界では20.7%の女性

会員が活躍していますが、日本の比率は5.65%です。

まだまだ日本は少ないです。帝国データバンクの調

査では、2017年日本の企業全体で女性社長の比率は

7.69%でした。専門職種では、10％を超える業種も

増えて来ました。女性ドクターの比率は20%に達し

ています。

　職業分類表や未充填職業を見直し、新会員候補者

を探索すれば、自然にRI会長賞の対象にもなってい

る女性会員が増えていくのではないでしょうか。

１2月のプログラム

1259回 18:30

12月21日(木)

ニューウェルサンピア沼津

クリスマス例会　クラブ管理運営

12月28日(木) 裁量休会

1月のプログラム

1月04日(木) 裁量休会

1260回 18:30

1月11日(木)

ニューウェルサンピア沼津 新年会

クラブ管理運営 理事会⑧

1261回 12:30

1月18日(木)

ニューウェルサンピア沼津

クラブ協議会④　上期活動報告

1262回 12:30

1月25日(木)

ニューウェルサンピア沼津 ベトナ

ム支援活動報告 奉仕プロジェクト

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

1258 回 26 名 24 名 -   92.31 % 

1256 回 28 名 23 名 1 名   85.71 %

●欠席者( 2 名)

　神尾栄一、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　内田逸美(12/12　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 久松　但
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井上（　２　） 神尾（３，１） 宮口（　３　） 本村（３，１）

永井（　３　）

土屋（３，１） 鶴田（３，１）

上野（２、１） 山田（３，１）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

頴川（④）+１ 久松(２，２) 宮島（④）+１

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

杉山（④）+１ 鈴木博(④)+１ 鈴木和(④)+１ 鈴木良(　④　) 田村（④）+１

内田(3,1)+１ 植松（④）+１ 渡邉勝(　３　) 渡邉亀(　④　) 山本(　３　)+１

例会出席％　　83 . 93　% 地区報告％     92 . 86　　%

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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●スマイル報告　

1.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.下原満知子：入会記念日のお祝いありがとうござい

　ます。

3.宮島賢次、4.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いあり

　がとうございます。

5.鈴木良則、6.名古良輔、7.重光　純：来週のクリス

　マス例会は、欠席します。皆様、良いお年を、お迎

　えください。

8.久松　但、9.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新富士RC　12月19日(火)　夜間例会

2.連絡事項

①本日は、理事会がありますので、理事の方は宜しく

　お願いします。

②12/7 END POLIOの募金にご協力有難うございました。

　4,433円集まりました。

③次週21日は、クリスマス例会で、ニューウェルサン

　ピアにて、夜間例会です。

④クリスマス例会に、加藤学園IACの生徒さんが参加

　します。エコキャップのご協力をお願いします。

理 事 会 報 告

1.報告事項

・RI2620地区職業奉仕に関するアンケート依頼が届き、

　杉山真一奉仕プロジェクト委員長に提出していただ

　きました。

・ロータリー財団2017-2018年度活動記録アンケート

　依頼が届き、芹澤貞治ロータリー財団委員長に提出

　していただきました。

2.協議事項

①1月のプログラムの件　クラブ管理運営委員長

　鈴木和憲君　別紙のとおり承認

②1・2月の座席の件　SAA　植松正君

　入会月別とする。別紙のとおり承認

③RI2620地区職業奉仕セミナー（1/27＠静岡）

　出席の件　奉仕プロジェクト委員長　杉山真一君

　宮島会長と上野副委員長が出席する。交通費の実費

　を支給することを承認。

クラブフォーラム

・宮島会長より、上半期は少し変えました。

　祝日のある週を休会としました。親睦例会も出席扱い

　としました。変えた点について、皆さんの感想・意見

　を伺いたいと思います。

・意見　点鐘がないと例会ではないような気がする。

　点鐘はあったほうが良いと思います。

・会長　クリスマス例会は会場がここ（ニューウェル

　サンピア）なので点鐘はあります。例会場がここでな

　くても、皆が集まれば例会とみなします。全員召集　

　メーキャップ扱いとなります。

・意見　4クラブゴルフ大会は、メーキャップ扱いし

　てはどうか？

・会長　基本は、全員召集だけど、理事会で承認が得

　られれば可能である。

・意見　友人同伴例会に限らず、クリスマス例会にも

　友人を出席させてもよいのでは。

・会長　テーブル会などにも参加してもらってもよい　

　のでは。親睦例会・友人同伴例会は、年2回あります。

・意見・質問　例会の内容について教えていただきたい。

　例会の中でやるべきことは？

・会長　クラブ協議会 年4回 クラブフォーラム年4～5
  回 が基準としてあります。会長の時間は、自由に使 

  ってよい。幹事報告・出席報告、東京ロータリークラ

　ブは、全部卓話となっています。ホームページを見て

　ください。クラブ協議会は、例会の後に行っています。

・会長　下期に変える要素は何かありますでしょうか。

・意見　会員増強　危機感をもつべき。委員会配属の適

　材適所　スムーズな配置ができないものか？

・会長　基本副委員長が、次年度の委員長になれば内容

　もわかるので運営しやすい。

・意見　友人同伴できるような例会をやってほしい。メ

　ーキャップの扱い。奉仕活動・4クラブ等

　週末近くに親睦例会をやれば、子供も参加しやすいの

　では。ビジター・ゲストに対して、皆で外堀を埋めて

　いけばよいのでは。積極的に。ビジター・ゲストに、

　クラブ全員で名刺交換を行う。

　東京ロータリークラブでは、名刺交換した人に手紙を

　出している。

・会長　貴重なご意見有難うございました。今日出まし

　た意見を参考に下期を活動していきたいと思います。
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　12月25日は、キリスト教信仰国や日本等ではクリ

スマスのお祝いの日ですが、各国それぞれ特徴があ

ります。

　日本は、1552年にフランシスコ・ザビエルが信徒

を集めて12月24日にミサを行ったことが始まりだと

言われています。

　その後時は経ち、明治37年に、銀座の「明治屋」

が商業用ディスプレイとして初めてクリスマスツ

リーを店頭に飾り、大きな話題を呼んだことで一般

的に広く知られるようになりました。

　明治43年には「不二家」がクリスマスのデコレー

ションケーキを発売し、大正8年には、帝国ホテル

が一般客向けのクリスマスパーティーを開催。その

後も次々とデパートやホテルでクリスマスの装飾や

販売が始まり、日本中に広まっていきました。

　また、昭和になってから、銀座や渋谷、浅草など

の喫茶店やレストランがクリスマスに因んだメ

ニューを取り入れるようになりました。

　このように日本では商業イベントとして盛大に行

われるようになりました。

　では海外ではというと、先ずアメリカは、家族や

親戚が集まってプレゼントやクリスマスカードをク

リスマスツリー（本物のもみの木）の下に置いて交

換し合います。

　イギリスでは、家族・親戚間プラスサンタからも

もらえるそうで、二つもプレゼントがもらえるそう

です。

　また、南半球のオーストラリアでは、真夏のクリ

スマスになりますから、ビーチでランチやバーベ

キューをするのが一般的だそうです。そしてプレゼ

ントを運んでくるのはトナカイではなく白いカンガ

ルーなのです。更にサンタは半袖半ズボンなのだと

か。

　世界のクリスマス事情は、殆どの人がクリスマス

を家族や親戚で過ごすということです。如何に家族

が大事かということですね。今日はロータリー家族

で楽しく過ごしましょう。

1月のプログラム

1月04日(木) 裁量休会

1260回 18:30

1月11日(木)

ニューウェルサンピア沼津 新年会

クラブ管理運営 理事会⑧

1261回 12:30

1月18日(木)

ニューウェルサンピア沼津

クラブ協議会④　上期活動報告

1262回 12:30

1月25日(木)

ニューウェルサンピア沼津 ベトナ

ム支援活動報告 奉仕プロジェクト

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.飯田智子様：NPO法人静岡司法福祉ネット

              明日の空  代表

2.松本英教様：加藤学園IAC顧問

3.前田　透様：加藤学園IAC会長

4.蓑方美紗樹様：加藤学園IAC

5.栗田美蘭様：加藤学園IAC

★出席報告（会員総数 28 名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1259 回 27 名 23 名 -   85.19 % 

1257 回 28 名 25 名 0 名   89.29 %

●欠席者( 4 名)

　宮口雅仁、名古良輔、重光　純、上野祥行

●他クラブへの出席者

　名古良輔(12/17　eCLUB ONE)

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 久松　但
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●スマイル報告　

1.宮島賢次、2.山本宜司、3.渡邉亀一、4.植松　正、

5.頴川ゆう子、6.下原満知子、7.永井克彦

 ：MERRY　CHRISTMAS

8.芹澤貞治：クラブ管理運営委員会の皆様、楽しみに

  しております。又、今年最後の例会です。今年も色

  々、お世話になりました。

9.久松　但：会長、幹事、上半期、ごくろうさまでし

  た。後、6ヶ月がんばってください。

10.鈴木博行、11.本村文一

 ：本日は、クリスマス例会です。楽しみましょう。

12.杉山真一、13.土屋昌之、14.渡邉勝也

 ：メリークリスマス、1年間、ありがとうございま  

  した。

15.山田和典：皆様、今年一年、ありがとうございま

  した。

16.成田みちよ：今年最後の例会です。皆様、良いお

  年をお迎えください。MERRY　XMAS

17.鈴木和憲：クリスマス例会、今年最後の例会です。

  楽しみましょう。

18.神尾栄一：前回、例会欠席、すみませんでした。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC

　12月26日(火)　裁量休会　MU受付11:30-12:30

②富士宮西RC　12月29日(金)　裁量休会　

③沼津RC

　12月22日(金)　夜間例会(忘年家族会)

　12月29日(金)　裁量休会  

  01月05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

④沼津柿田川RC  

  12月25日(月)→16日（土）夜間例会　MU受付　有

　01月01日(月祝)　裁量休会　MU受付　無

　01月08日(月祝)　祝日休会　MU受付　無

⑤富士山吉原RC  12月28日(木)　特別休会

　MU受付 有 於：ホワイトパレス

2.連絡事項

①次週12/28と、次次週1/4は、裁量休会です。

②次回1/111は、新年会で、ニューウェルサンピア沼

  津にて夜間例会です。

③次回1/11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。

④1/18の上期活動報告の原稿を、12/28までに、事務

  局に提出してください。

⑤12/14 END POLIOの募金にご協力有難うございまし

  た。4,154円集まりました。

クリスマス例会

　今年度のクリスマス例会は、NPO法人静岡司法福祉ネ

ット明日の空代表の飯田様と加藤学園高校インターア

クトクラブの皆様をゲストに迎え、総勢34名で開催さ

れました。

　

　開会の挨拶は、田村治義君

　　　　　　　　　　　　　乾杯は、植松正君

　

　司会は、永井克彦君と

　　　　　内田逸美君

　　　　　　　　　　　　　サンタクロース登場

　　　　　　　　　　　　　　山本宜司君と

　　　　　　　　　　　     山田和典君

 

　アトラクションは、手品です。

＜静岡県東部パフォーマンス集団 ふしぎ屋さん＞

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　Ｍテーブルの様子

　　明日の空代表の飯田様への

　　寄付金の贈呈

　

 手に手つないでは、下原満知子君

　最後の挨拶は、鈴木和憲君でした。




