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本日は、初めてのあいさつになりますので、まず
､2018-19年度国際ロータリー会長についてお話しま
す。バリ―・ラシン氏は、East Nassauロータリー
クラブ所属でバハマ（ニュープロヒデンス島）フロ
リダ大学で、保健・病院運営のMBAを取得し、医療
教育機関であるAmerican College of Healthcare 
Executivesでバハマ初の特別研究員になりました。
院長として37年間務めた医療機関Doctors 
Hospital Health Systemを最近退職し、現在は顧問
を務めています。全米病院協会の生涯会員
で、Quality Council of the Bahams, Health 
Education Council, Empioyer's  Confederation な
ど複数の団体の理事・委員長を務めました。
1980年にロータリーに入会し、RI理事を経て、

現在はロータリー財団管理委員会の副管理委員長を
務めています。また、RI研修リーダーとK.R.ラビ
ンドラン2015-16年度 RI会長のエイドを経験しまし
た。
ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほ

か、2010年ハイチ地震後のロータリーによる災害救
助活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞し
ました。また、エスター夫人とともに、ロータリー
財団のメジャードナー、遺贈友の会会員でもありま
す。

    　

7月のプログラム

1282回 12:30
07月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長･幹事の抱負
会長・幹事・副会長　

1283回 12:30
07月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首訪問 山口和一G補佐

1284回 18:30
07月21日(土)

ﾎﾃﾙ天坊　前年度会長・幹事慰労会
クラブ管理運営　移動・曜日変更

1285回 12:30
07月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員増強・維持
ｾﾐﾅｰ参加者報告　セミナー参加者

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

1281 回 27 名 23 名 -

1279 回 27 名 25 名   名

●ビジター

●欠席者(　  名)
 

インスピレーションになろうインスピレーションになろう
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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)
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■■　本日のプログラム　■■

■ 会長・幹事他の抱負  会長・幹事・副会長 ■

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 ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆

本日は、初めての挨拶になりますので、まず、

2018-19年度国際ロータリー会長についてお話

します。バリ―・ラシン氏は、East Nassauロータ

リークラブ所属でバハマ（ニュープロヒデンス島）

フロリダ大学で、保健・病院運営のMBAを取得し、

医療教育機関であるAmerican College of Healthc

are Executivesでバハマ初の特別研究員になりまし

た。院長として37年間務めた医療機関Doctors Hos

pital Health Systemを最近退職し、現在は顧問を

務めています。全米病院協会の生涯会員で、Qualit

y Council of the Bahams, Health Education Coun

cil, Empioyer's  Confederationなど複数の団体の

理事・委員長を務めました。

　1980年にロータリーに入会し、RI理事を経て、

現在はロータリー財団管理委員会の副管理委員長を

務めています。また、RI研修リーダーとK.R.ラビ

ンドラン2015-16年度 RI会長のエイドを経験しまし

た。

ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほ

か、2010年ハイチ地震後のロータリーによる災害救

助活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞し

ました。また、エスター夫人とともに、ロータリー

財団のメジャードナー、遺贈友の会会員でもありま

す。

7月のプログラム

1283回 12:30
07月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首訪問 山口和一G補佐

1284回 18:30
07月21日(土)

ﾎﾃﾙ天坊　前年度会長・幹事慰労会
クラブ管理運営　移動・曜日変更

1285回 12:30
07月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員増強・維持
ｾﾐﾅｰ参加者報告　セミナー参加者

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

1282 回 27 名 25 名 -  92.59 %

1280 回 27 名 24 名   1名  92.59 %

●ビジター

1.木村智昭様：沼津北RC

2.大貫隆弘様：沼津北RC

●欠席者( 2 名)

 宮口雅仁、成田みちよ

●他クラブへの出席者

　鈴木和憲、重光　純(7/3　沼津北RC)   

●スマイル報告

1.木村智昭様(沼津北RC)：一年間、よろしくお願い
　致します。
2.大貫隆弘様(沼津北RC)：本日は、宜しくお願いし
　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.渡邉亀一、6.久松　但、7.杉山真一、8.土屋昌之、
　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.鈴木和憲：本日より、1年間、会長として、頑張
　ります。よろしくお願い致します。
12.重光　純：沼津北ロータリークラブ木村会長、
　大貫幹事、ようこそお越し下さいました。
13.重光　純：皆様、一年間、よろしくお願いいた
　します。
14.鈴木良則、15.芹澤貞治、16.名古良輔、17.本村
　文一、18.井上武雄、19.植松　正、20.芹澤和子、
　21.杉山真一、22.成田みちよ、23.田村治義、24.
　土屋昌之、25.下原満知子、26.頴川ゆう子、27.
　鶴田龍聖、28.渡邉勝也、29.永井克彦、30.山本
　宜司:鈴木会長、重光幹事、一年間、宜しくお願
　いします。
31.宮島賢次：鈴木会長、重光幹事、宜しくお願い
　致します。頑張ってください。
32.下原満知子：二週お休みしまして、すみません
　でした。
33.下原満知子：所用につき、早退させていただき
　ます。
34.永井克彦、35.山田和典：次週、欠席いたします。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

◆◆第 1282 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
　ございません。

2.報告・連絡事項
①次回は、理事会がありますので、理事の方は出席及
　び協議資料の提出をお願い致します。

         会　員　卓　話

　　　　　　　

　　　　　　　鈴木　和憲　会長
　　　　
　皆さんこんにちは、沼津西クラブ28代会長を仰せつ
かりました鈴木和憲です。よろしくお願い申し上げま
す。本日は2018-19年年度初例会、共にﾛｰﾀﾘｰの新たな
役割に取り組む最初の日です。ですが、一昨日私は、
沼津北クラブ様の今年度初例会で、紹介をいただき挨
拶をしてきました。それが会長としての初仕事でした。
前任者からバトンを受け取り、後任となる人たちにバ
トンを渡す準備を始める日です。

　私たちが職務を全うし1年後に退任するころには、
クラブや地区がさらに大きく、強く、効果的となるよ
う、ロータリーに全力をつくし､その価値をよりいっ
そう高めたいと思います。

　今年度のテーマは「インスピレーションになろう」
です。奉仕を通じて最も大きな影響をもたらす人とは、
必ずしも多くのリソース、豊かな経験、または幅広い
人脈を持つ人ではないと思います。大きな影響を生む
のは、インスピレーションを得た人たちだと思います。
何かをした経験、見た経験、または誰かに会った経験
など、それらの経験が心に火をともし、奉仕のインス
ピレーションが得られるとIR会長のバリーラシン氏が
言っています。

　今年度のクラブテーマを「Now try something new.
何か、新しいことに挑戦しよう」と致しました。前に
も話しましたが、「温故知新」という言葉があります
が､まさに長い歴史を持つロータリーにも本質を大事
にそして更なる持続のためには、新しいもの、そして
変化を取り入れて行くことが大事だと思います。

　ロータリーの理念は、親睦・高潔性・奉仕・多様
性・リーダーシップです。この理念を変えることはあ
りません。ロータリーのグローバルな力は､それぞれ
の地域に根付いて活動する世界中のクラブを基本とし、
ﾘｰﾀﾞｰとしてクラブを導く会長としてクラブのマネー
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、１年間とはいえ、
重要な役割がたくさんあります。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んで
いきたいと思います。

 最後に会員皆様のご指導並びにご協力をよろしくお
願いいたします。

　　　　　　　　久松　但　副会長

　今年度副会長を拝命しました久松です。2009～2010

年度に副会長を仰せつかっていますので、9年ぶりと

なります。当クラブでは、副会長はクラブ管理運営委

員会委員長ですので、親睦を中心とした宴会部長です。

　年間を通じての親睦プログラムは、既にクラブ協議

会で発表済みですのでご承知かと思います。しかし、

会員のための親睦プログラムですので、何か希望等が

ありましたら教えて頂ければと思います。

　また、次年度は会長という立場でもありますので、

次につながるよう鈴木会長・重光幹事の手助けとなる

よう動ければと思っています。

個人的には、昨年度ホーム7割弱の出席でしたので、

もう少しホームの出席率を高めたいと思っています。

　1年間、よろしくお願いします。

　
　　　　　　　　重光　純　幹事

　今年度の幹事を仰せつかりました重光です。

　当クラブに入会したのが2008年8月7日ですので、あ

と少しで丸10年ということになりますが、今までの不

勉強を後悔しつつ、慌てて勉強している最中です。

　何とか大過なく1年間を過ごしたいという思いから、

どうしても例年どおりに事なかれ主義的な方向に流れ

がちですが、今年度の鈴木会長の掲げるクラブテーマ

である「今、新しいことに挑戦しよう」を少しでも実

現できるよう、微力ながら努力したいと考えておりま

す。

　2回目の幹事ということで、1回目以上に責任を果た

すことを期待されていると思いますが、そのご期待を

裏切らないように尽力する所存ですので、皆様のご助

力をお願い申し上げます。
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インスピレーションになろうインスピレーションになろう
2018～2019 年度

第28巻 02号
2018年 07月 12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　■■

■ガバナー補佐期首訪問・クラブ協議会■

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 ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

◆◆第1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第1282 例会　会長挨拶◆◆

　今日は先週の西日本を襲った記録的豪雨による災害

について少し話をしたいおと思います。情報によると 9

日までに死者の数 126人、80人以上の安否がわかって

いないそうです。

平成に入って最悪の豪雨災害になり高速道路の通行

止めや鉄道の運休も続いており。企業活動への影響が

長引くことも予想されます。想定を超える量の雨で、

河川が氾濫する災害は相次ぎ、ソフト面を含めた新た

な水害対策が求められ言います。

昨年夏、日本各地で「これまで経験したことのない

ような」集中豪雨が発生し、日中最高気温の国内最高

記録が更新され、また他方、この冬は関東甲信地方を

中心に記録的な大雪にも見舞われました。このような

異常気象は地球温暖化と関係があるのではないかと報

道等でも取り上げられています。これらの関係につい

てはスーパーコンピューターによる数値シュミレーシ

ョンや極端な現象の中でも、地球温暖化の進行によっ

てリスクが高まる可能性が高く、既にその傾向が認め

られるものと、まだまだ関係性がはっきりしないもの

とがあることがわかっております。

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

1283 回 25 名 20 名 -  80.00%

1281 回 25 名 23 名 0名  92.00%

●ゲスト

1.山口和一ガバナー補佐：沼津RC

2.大熊宏幸ガバナー補佐事務局：沼津RC

●欠席者( 5 名)

 井上武雄 永井克彦 成田みちよ 渡邉勝也 山田和典

●他クラブへの出席者

 山田和典(7/11　沼津柿田川RC)   

●スマイル報告

1.鈴木博行、土屋昌之：誕生日のお祝い有難う御座い

　ます。

2.宮口雅仁：入会記念日のお祝い有難う御座います。

3.鈴木和憲、重光 純、鈴木良則、本村文一、宮島賢次、

　山本宜司、久松 但：山口和一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、大熊宏幸

　事務局、本日は、宜しくお願いします。

4.名古良輔：来週は、残念ですが、欠席します。

7月のプログラム

1284回 18:30

07月21日(土)

ﾎﾃﾙ天坊　前年度会長・幹事慰労会

クラブ管理運営　移動・曜日変更

1285回 12:30

07月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員増強・維持

ｾﾐﾅｰ参加者報告　セミナー参加者

8月のプログラム

1286回 12:30

08月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会 

前年度会長・幹事 理事会

1287回 18:30

08月09日(木)

千本松沼津倶楽部納涼例会 クラブ管

理運営委員会 移動例会 夜間例会　

幹　事　報　告

　

1.他クラブの例会変更等

①新富士RC

　7月17日(火)　ガバナー公式訪問

②富士宮西RC

　7月20日(金)　ガバナー公式訪問　於：パテオン

2.報告・連絡事項

①本日は、理事会がありますので、理事の方は宜しく 

　お願い致します。

②次回は7/21(土)に例会日変更で、ホテル天坊にて、

　18:30から前年度会長・幹事慰労会です。

③8/2(木)の前年度事業報告の原稿を、7/19(木)までに、

　事務局にご提出ください。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

◆◆第1283 例会　会長挨拶◆◆
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　　　ガバナー補佐期首訪問　挨拶

　2018-2019年度　

　静岡第2グループ

　山口和一ガバナー補佐　

  ご承知のとおり、当グループ

は、旧静岡第 2分区の御殿場・裾

野・長泉 RCの3クラブと、旧静岡第 3分区の沼津・富士山吉

原・沼津北・富士・富士宮・沼津柿田川・富士宮西・新富士

・沼津西 RCの9クラブの計 12クラブの編成で今年度からス

タートすることとなりました。私は、当グループの初代ガバ

ナー補佐として、今後のグループ運営の方向性を模索するこ

とが第一の任務と考えております。特に、グループ内には、

我が国におけるロータリーの祖である米山梅吉翁の生誕 100

周年を記念して建設された米山梅吉記念館があることから、

今後は、どのように同記念館の運営に関わっていくべきかを

検討したいと思っております。

　さて、バリー・ラシン RI会長が掲げた今年度のテーマは

「BE THE INSPIRATION(インスピレーションになろう)」です。

インスピレーションという言葉には、良い思い付き、着想、

感化、刺激、激励、鼓舞させる人など様々な意味があります。

ラシン会長は、各ロータリアンが地域社会のために奉仕活動

をすることを通じて、一般社会にロータリーは何をしている

団体なのかを浸透させ、「DOING GOOD IN THE WORLD」を掲

げる国際ロータリーとして、各クラブはもとより、個々のロ

ータリアンもその言動や行動を通して、地域社会の人々への

良いインスピレーションになれるよう努力しようと訴えてい

るのではないか、星野喜忠ガバナーはそのように仰っていま

す。そのような中、星野ガバナーは、今年度の地区目標とし

て14の目標を掲げられました。中でも会員増強については、

ゾーン編成を睨み、2022年まで毎年 5%ずつ増強を続け、日

本のロータリアンを 105,000人にすることを目標にしており

ます。一人でも多くの方がロータリーに入会するよう、皆様

も努力をしていただきますようお願い申し上げます。その他、

「ロータリーの公共イメージの向上」、「ポリオ撲滅」、

「R.L.I(ロータリー・リーダーシップ研究会)の導入による

活性化」など地区目標は多岐にわたっておりますが、グルー

プとして知恵を出し合い、目標を達成していきたいと思って

おります。

　ところで、貴クラブは静岡第 2グループの中では最も若い

クラブですが、その活動は多岐に渡っているうえ、例会も非

常に充実しており、素晴らしいの一言です。これからも貴ク

ラブの強みである「まとまりの良さ」を生かし、活発な諸活

動を展開していただきますようお願い申し上げます。

　最後に、私はガバナー補佐として星野ガバナーの仰る「新

しい出会い(クラブ間・ロータリアン同士)」そして「新しい

絆の構築」の実現に向け、星野ガバナーと静岡第 2グループ

とを繋ぐ役割を果たしていきたいと思っておりますので、皆

様の絶大なるご協力ご指導を賜ります様お願い申し上げます。

　　　　　　クラブ協議会

　重光　純　幹事

　本日のクラブ協議会では、山口和一ガバナー補佐及び大熊

宏幸事務局にご臨席いただき、本年度の会長方針及び各委員

会の事業計画についての報告を行いました。最初に鈴木和憲

会長より、本年度の会長方針「今、新しいことに挑戦しよう

」についての説明があり、その後、クラブ管理運営委員会の

久松但委員長、公共イメージ向上委員会の神尾栄一委員長、

会員増強維持委員会の宮島賢次委員長、奉仕プロジェクト委

員会の鈴木博行委員長、ロータリー財団委員会の芹澤和子委

員長、S・A・Aの土屋昌之君から、それぞれ各委員会の事業

計画についての報告がなされました。

　これらの報告を受けて、山口和一ガバナー補佐よりご挨拶

及びご講評を賜りました。

　その中で、特に会員増強について、将来のゾーン編成に備

え、2022年までに日本のロータリアンを105,000人以上とす

る目標の達成のため、是非とも努力してもらいたいとの要請

がありました。

　山口ガバナー補佐には期末訪問で卓話をお願いしておりま

すが、その際によい成果が出たとのお話を伺えるよう、会員

の皆様のご協力をお願い申し上げます。

理事会報告

1.報告事項

①花見例会の件：沼津北 RCからの合同例会の提案は撤回さ

　れました。

②2021-22年度ガバナー候補者推薦の件：2021-22年度

　ガバナー候補者推薦依頼が来ています。推薦の有無を理事

　会に諮る予定です。

2,協議事項

①8月度プログラムの件 クラブ管理運営委員長  承認

②納涼例会の件 クラブ管理運営委員長 久松但君

　8月9日(木)18：45～千本松沼津倶楽部にて

　例会は18：30開始 以上のとおり承認。

③地区会員増強・維持セミナー(7月14日富士吉田市民会館)

　出席者交通費支給の件 2620地区の旅費支給内規を確認し 

　た後その内容を基準として支給金額を検討する(継続審議)

④地区ロータリー財団セミナー(8月11日グランシップ静岡)

　出席者の交通費支給の件 往復電車賃を支給する。承認

⑤ガバナー公式訪問（8月23日(木)）の件　会長幹事会費

　は折半、例会食事代は人数で按分する。承認

⑥会員候補者の件　会員候補者について紹介、次回臨時理事

　会において協議する。

⑦4RC合同ポリオ撲滅街頭募金の件 9月22日(土)にサントム

　ーン柿田川において実施予定（継続審議）

⑧新たな広報活動について クラブのFACEBOOKを作成し運用

　することを検討する（継続審議）

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

頴川 (　④　) 久松  (２，２) 井上  (　２　) 神尾  (　④　) 宮口  (　３　) 宮島  (④)＋１ 本村  (　３　)

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

杉山 (　④　) 鈴木博(　④　) 鈴木和(④)＋１ 鈴木良(2,免除) 田村  (④)＋1 土屋  (　④　) 鶴田  (３，１)

内田 (④)＋１ 植松  (　④　) 渡邉勝(　２　) 渡邉亀(2,免除) 山田  (２，２) 山本  (④)＋１

 例会出席％　　87 . 37　%  地区報告％     93 . 12　　%

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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本日は、初めてのあいさつになりますので、まず
､2018-19年度国際ロータリー会長についてお話しま
す。バリ―・ラシン氏は、East Nassauロータリー
クラブ所属でバハマ（ニュープロヒデンス島）フロ
リダ大学で、保健・病院運営のMBAを取得し、医療
教育機関であるAmerican College of Healthcare 
Executivesでバハマ初の特別研究員になりました。
院長として37年間務めた医療機関Doctors 
Hospital Health Systemを最近退職し、現在は顧問
を務めています。全米病院協会の生涯会員
で、Quality Council of the Bahams, Health 
Education Council, Empioyer's  Confederation な
ど複数の団体の理事・委員長を務めました。
1980年にロータリーに入会し、RI理事を経て、

現在はロータリー財団管理委員会の副管理委員長を
務めています。また、RI研修リーダーとK.R.ラビ
ンドラン2015-16年度RI会長のエイドを経験しまし
た。
ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほ

か、2010年ハイチ地震後のロータリーによる災害救
助活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞し
ました。また、エスター夫人とともに、ロータリー
財団のメジャードナー、遺贈友の会会員でもありま
す。

    　

7月のプログラム

1282回 12:30
07月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長･幹事の抱負
会長・幹事・副会長　

1283回 12:30
07月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会　
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐期首訪問 山口和一G補佐

1284回 18:30
07月21日(土)

ﾎﾃﾙ天坊　前年度会長・幹事慰労会
クラブ管理運営　移動・曜日変更

1285回 12:30
07月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員増強・維持
ｾﾐﾅｰ参加者報告　セミナー参加者

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

1281 回 27 名 23 名 -

1279 回 27 名 25 名   名

●ビジター

●欠席者(　  名)
 に、事務局にご提出ください。

インスピレーションになろうインスピレーションになろう
2018～2019 年度

第 28巻 03号
2018年 07月 21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　■■

■ 前年度会長・幹事慰労会　移動夜間例会　■

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 ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆◆◆第 1282 例会　会長挨拶◆◆

皆様今晩は、今宵は前年度会長・幹事慰労会で

す。

　宮島賢次前会長、山本宜司前幹事、一年間本当に

ご苦労様でした。宮島前会長は2度目の会長とのこ

とで，手慣れた準備と手際のよい例会運営、そして

会長挨拶の準備の良さは流石だと感心しました。

宮島前会長のクラブテーマ「変化をもたらそう

」を掲げ実践された成果は実績として新たなクラブ

の礎として引き継がれると思います。私も一年間

色々と勉強させていただきました。

　まず7月の狩野川花火大会は、ホテルリバーサイ

ドでの食事と観覧。そして、4月の隅田川の屋形船

による花見等、素晴らしい企画があり、会員そして

家族をも楽しませていただきました。ほんとうにあ

りがとうございました。これからもご指導のほど、

よろしくお願いいたします。

最後になりますが,宮島前会長・山本前幹事、一

年間私ども会員を導いていただきありがとうござい

ました。

7月のプログラム

1285回 12:30
07月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員増強・維持
ｾﾐﾅｰ参加者報告　セミナー参加者

8月のプログラム

1286回 12:30
08月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会 
前年度会長・幹事 理事会

1287回 18:30
08月09日(木)

千本松沼津倶楽部納涼例会 クラブ管
理運営委員会 移動例会 夜間例会　

08月16日(木) 裁量休会

1288回 12:30
08月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 星野喜忠ガバナー
公式訪問 沼津北RC 2クラブ合同例会

1289回 12:30
08月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 インターアクトク
ラブ年次大会報告 田村治義

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

1284 回 25 名 17 名 -  68.00％

1282 回 27 名 25 名 0名  92.59％

●欠席者( 8 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、名古良輔、内田逸美

●他クラブへの出席者

  頴川ゆう子(7/12北海道2500ロータリーEクラブ)

　宮島賢次(7/14米山梅吉記念館運営委員会)

　鈴木和憲,宮島賢次(7/14会員増強.維持セミナー)

　名古良輔(7/17eCLUB ONE)  

●スマイル報告

1.宮島賢次：皆様、今日は私たち二人の為に、あり

　がとうございます。

2.山本宜司：昨年度は、ありがとうございました。

　今日は、よろしくお願いします。

3.鈴木和憲：宮島会長、山本幹事、一年間、御苦労

　さまでした。

4.重光　純：宮島会長、山本幹事、一年間、ありが

　とうございました。

5.鈴木良則、6.鈴木博行、7.芹澤貞治、8.植松　正、

9.芹澤和子、10.杉山真一、11.成田みちよ、12.田

　村治義、13.土屋昌之、14.下原満知子、15.鶴田

　龍聖、16.神尾栄一、17.渡邉勝也、18.山田和典

　：宮島会長、山本幹事、一年間、お疲れ様でした。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

◆◆第 1284 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富士RC

　7月25日(水)　休会　MUは、ホテルグランド富士フ

　ロントにて11:30-12:30

2.報告・連絡事項

　ありません。

理事会報告

協議事項

①会員候補者の件⇒承認

②地区会員増強・維持セミナー（7月14日(土)　富士
吉田市民会館）出席者の交通費支給の件⇒地区旅費
支給内規に準じて支給することを承認

③4RC合同ポリオ撲滅街頭募金の件（9/22(土)　サン
トムーン柿田川⇒承認

④インターアクト短期青少年交換派遣学生募集の件
⇒加藤学園に応募の有無を確認することを承認

⑤8月に神尾君紹介ゲスト1名例会参加予定。食事代
については会員増強委員会の負担とする。

       前年度会長・幹事慰労会　

　　

　　　　　
　　　　　司会進行　クラブ運営委員会

　　　　　 　　　植松　正 君　

　　　　　　　　 会長　挨拶

　　　　　 　　鈴木　和憲　会長　　

   
　       　　 前年度会長・幹事　

　　　　　宮島　賢次　君　山本　宜司　君　

　　　　　　　　記念品贈呈　

　　　　宮島　賢次　君　鈴木　和憲会長

　
 　　　　　　　　記念品贈呈　

　　　　山本　宜司　君　鈴木　和憲会長　

　　　　　

　　　　　　　　芸者さんの踊り
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インスピレーションになろうインスピレーションになろう

　ザイオンス効果～顧客との関係づくりには、接点

を重ねることが重要～

 「ザイオンス効果」とは、同じ人やモノに接する回

数が増えれば増える程、その人やモノに対して好印

象を持つようになる心理現象のことです。

　ポーランド出身で北米の著名な社会心理学者、ロ

バート・ボレスワフ・ザイオンスが、1968年に発表

した論文であきらかにした心理学理論です。

　テレビCMを例に挙げると、最初は気にも留めな

かったCMを何度となく見ているうちに、タレントや

流れてくる音楽に次第に好感を抱くようになること、

これが「ザイオンス効果」です。

　営業の立場では、顧客との接触回数を増やすこと

で、好印象をもってもらえるというのが「ザイオン

ス効果」です。

　相手の自分に対する好印象を数多くの接触によっ

て積み重ねることが出来たなら、その後のセールス

活動もスムーズに進めることが出来るようになるで

しょう。

　ただし、営業も人ですから、初対面で「苦手なタ

イプだなあ」と感じるお客様も存在すると思います。

　しかし、苦手なタシプの人ともリレーションを結

び、セールス活動を仕掛けなくてはならないのが営

業の定め、そんなときの克服法にこそ、接触回数を

増やすことをオススメします。

　苦手なタイプという印象が、何度も会ううちに意

外といい人なのかも」といった印象に変わっていく、

そんな自分自身への「ザイオンス効果」が大いに見

込めるのではないでしょうか。

8月のプログラム

1286回 12:30
08月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブ協議会 
前年度会長・幹事 理事会

1287回 18:30
08月09日(木)

千本松沼津倶楽部納涼例会 クラブ管
理運営委員会 移動例会 夜間例会　

08月16日(木) 裁量休会

1288回 12:30
08月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 星野喜忠ガバナー
公式訪問 沼津北RC 2クラブ合同例会

1289回 12:30
08月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 インターアクトク
ラブ年次大会報告 田村治義

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

1285 回 26 名 23 名 -  88.46％

1283 回 25 名 20 名 1名  84.00％

●欠席者( 3 名)

  久松　但、井上武雄、渡邉勝也

●スマイル報告

1.重光　純：会員増強維持セミナーの報告を、宜し

　　　　　　くお願いします。

2.名古良輔：息子が結婚しました。

幹　事　報　告

 1.他クラブの例会変更等

①富士宮西RC：7月27日(金) 納涼例会 例会場変更

②沼津RC：7月27日(金) 夜間例会 前会長・幹事慰労

　　　　　会ならびに会長・幹事激励会

　　　　　＊MU受付11:30-12:30 沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

③沼津北RC：7月31日(火) 裁量休会 

　　　　　　MU受付11:30-12:30

④沼津柿田川RC：8月01日(水) 夜間例会 サインMU有

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

◆◆第1285 例会　会長挨拶◆◆

2018～2019 年度

第28巻 04号
2018年 07月 26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

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

■■　本日のプログラム　■■

■会員増強維持セミナー報告 会員増強・維持委員会■

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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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

　又は協議資料の提出をお願いします。

②8/23(木)ガバナー公式訪問、9/22(土)沼津4RCポリ

　オ募金の出欠をご記入ください。

③ガバナーより「西日本豪雨災害義援金」の案内が

　届きました。ご協力お願いします。

    地区会員増強・維持セミナー報会　

　　

　鈴木  和憲　会長　　

  去る7月14日（土）地区会員増強・維

持セミナーが富士吉田市民会館において

12時45分から開催されました、まず2620地区の星野善

忠ガバナーの開会点鐘に続き挨拶があり、続いて地区

会員増強・維持委員長の勝俣重信氏の挨拶。そして､地

区研修委員会委員で地区会員増強・維持委員会アドバ

イザーの挨拶と講師の紹介の後、2780地区パストガバ

ナーの相澤光春（ふじさわ湘南RC）が「ロータリー戦

略計画と会員増強・維持」についての講演がありまし

た。その内容は、ロータリーは単なるモデルではなく

インスピレーションであり、可能性を指し示し、それ

を改正する意思を引き出し、行動を通じて「インスピ

レーション」になろう。そして、先手を打つことが出

来る組織となれるよう「インスピレーション」になっ

て戴きたいとも言っておりました。

  又、奉仕とは変化を起こすための行動であり、全て

の人と持続させ、自分自身を変化することです。夢想

家ではなく行動人であるべきですとも言っておりまし

た。

  持続可能な奉仕とは、自分自身に変化をもたらし、

広がる奉仕の輪を広げることでもある、と言っていま

す。

  魅力あるクラブであるために、元気なクラブであり、

楽しく活気に満ちていること、そして会員

の積極的な参加と新しいアイデアを奨励しているかだ

と思います。

その為に、ロータリーの基本理念やロータリアンとし

ての行動をしっかりと把握することも大事です。

　クラブ会員増強委員会の役割は、会員増強のための

行動計画を立て、これを実施することです。ロータ

リー・クラブが効果的に機能するためには、会員が必

要です。地域社会に奉仕し、ロータリー財団を支援し、

クラブレベルを超えてロータリーに奉仕できる医指導

者を育成するためのクラブの力は、クラブの会員基盤

の規模と強さに直接関係しています。クラブ会員増強

委員会の責務は、

・クラブ会員増強目標を達成できるよう、委員会の目

　標を立てること。

・クラブの長所と短所を知るために、クラブの評価を

　行うきおと。

・クラブ広報委員会と協力して、会員候補者と現会員

　のどちらにも魅力的なクラブのイメージを作ること

　も大事です。

・新会員ならびに現会員の教育と研修を目的としたプ

　ログラムを立案する。

・スポンサー・クラブとして地区内の新クラブを援助

　することなどもありますね。

　これらの責務の詳細を読み進めながら、委員会の目

標､行動計画、必要なリソースについて検討してくださ

い。このような内容が相澤光春氏の講演でした。

   宮島  賢次  増強委員長

プログラム2の分科会、3の全体会議につ

いて報告致します。

　分科会では、8グループ別に分かれ夫々のガバナー補

佐がリーダーを務め討議しました。

　所属の第2グループでは、昨年度増強を達成したクラ

ブや特殊性を持つクラブの紹介から始まり、そのクラ

ブに対しての質疑応答という形で行われました。

　先ず御殿場RCでは、常に60名前後を維持しています

が、入会希望者の選考を厳密に行い、特に多数の増強

を考えるのではなく、通算出席率100%が示す通り例会

プログラムを充実させ、会員に満足感を与え維持に力

点を置いているようです。

　プログラムの内容については、プログラム担当委員

を厳選し、外部卓話を多くしているそうです。また、

出席率についてはホームの例会を欠席した会員に、出

席委員から電話等で連絡してメークアップを忘れない

様促しているそうです。

　次に富士山吉原RCは、65名の会員を抱えていますの

で、高齢者や転勤族で退会者が毎年ありますが、それ

以上に増強出来て純増しています。

それは、入会3年以内の若い世代に、同年代やJC、法人

会・商工会青年部等の世代にターゲットを絞って選

考・勧誘を行っているそうです。

　他には、増強委員を増やす。過去に訳が有って退会

された方に声を掛け戻る様に促す。または人脈や関連

取引企業が多い会員に頼っている等がありました。

　全体会議では、増強委員だけでなく会員全員が増強

委員の立場で、各会員が職業分類の同業者を1人ずつ推

薦する。候補者を例会に招いてロータリーというもの

に興味を持って頂いた後に勧誘する。

　また、企業の人手不足時のリクルートで大事なこと

は、自社が良い会社になること、ロータリークラブも

同じで、良いクラブにしてそれを見て認めて頂いてか

ら入会を促すべき。或いは敷居の高いクラブもあって

良いのではないか。等もありました。




