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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

今日はロータリーの歴史について少し話したいと

思います。ロータリーは、一人のアメリカ人のビ

ジョンによって始まりました。その人の名は、ポー

ル・ハリス。シカゴで弁護士として働いていたハリ

スが、世界初のロータリークラブ（シカゴ・ロータ

リークラブ）を設立したのは、1905年 2月 23日。

様々な分野の職業人が集まって知恵を寄せ合い、生

涯にわたる友情を培うことのできる場を作ること

が、ハリスの夢でした。

 

  以来110年以上にわたり、ロータリーの会員は世界

が抱える数々の問題に取り組んできました。今やロ

ータリークラブは世界のほぼ全ての国や地域で草の

根の活動を行っている他、120万人の会員のネットワ

ークを生かして世界レベルの取組も行っています。

　「ロータリー」という名は、当時、各メンバーの

職場を順番にミーティング場所として使っていたこ

とに由来します。

 「ロータリーが私たちにとって何を意味するかにせ

よ、世界は、その活動成果によってロータリーを知

るのです」これは、ポール・ハリスの言葉です。

　ロータリーの中核を成すのは、奉仕と友情を大切

にする会員です。その会員は、クラブで仲間との友

情を育みながら、アイデアを出し合い、地域の人々

とともに草の根の活動をしてゆきましょう。

  そして、ロータリーとともに歴史に1ページを刻も

うではありませんか。

8月のプログラム

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 クラブフォーラム①
会員増強・維持委員会

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

1286 回 28 名 25名 -  89.29％

1284 回 25 名 17 名 6名  92.00％

●ゲスト　杉山恵嗣様：司法書士

●欠席者( 3 名)
  芹澤和子、鶴田龍聖、渡邉勝也

●他クラブへの出席者
  本村文一、内田逸美(7/27　沼津RC)
　久松　但、井上武雄、田村治義、内田逸美(7/31
　沼津北RC)
　井上武雄、内田逸美(8/1　沼津柿田川RC)

●スマイル報告
1.名古良輔、2.成田みちよ、3.内田逸美：誕生日の
　お祝いありがとうございます。
4.重光　純、5.神尾栄一：入会記念日のお祝いあり
　がとうございます。
6.宮島賢次：出席報告ありがとうございました。以
　後も、頑張ります。
7.名古良輔、8.久松　但、9.植松　正、10.重光　純
　11.杉山真一、12.田村治義、13.山田和典：出席表
　彰、ありがとうございます。
14.下原満知子：出席表彰、おめでとうございます。
15.芹澤貞治：下田さん、入会おめでとうございます
　。ロータリーを楽しんで下さい!!皆さん、暑いと
　言うより、熱い日が続きますね。
16.鈴木和憲、17.重光　純、18.鈴木良則、19.宮島
　賢次、20.本村文一、21.杉山真一、22.永井克彦、
23.山田和典：下田さん、入会おめでとうございます。
　宜しくお願いします。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 永井克彦

◆◆第 1286 例会　会長挨拶◆◆

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

■■　本日のプログラム　■■

■クラブ協議会② 理事会③ ■

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

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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2018年 08月 02日
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  新　会　員　紹　介　

新会員氏名　 下田　朗弘(しもだ　あきひろ)君
職業分類 弁護士
事業所名 沼津総合法律事務所
事業所所在地 〒410-0836　沼津市吉田町25番2号
　　　　　　　            浜ビル2階
事業所電話　　055-931-5119 FAX055-394-0390
推　薦　者 重光　純

　出　席　表　彰

○ホームクラブ　100％　 宮島賢次君、杉山真一君
　植松　正君　
○最多出席者　　宮島賢次君( 63回）
○100％　累積　5年、10年　　なし　
　15年　久松　但君、宮島賢次君　20年,30年なし
○100％出席　（12名）　　　　　　　　　　 
　久松　但君、宮島賢次君、名古良輔君、芹澤和子
　君、重光　純君、杉山　真一君、鈴木博行君、鈴
　木和憲君、田村治義君、鶴田龍聖君、植松　正君
　山田和典君

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①新富士RC
　8月07日(火)　納涼例会
②富士山吉原RC
　8月09日(木)　期首懇親会　於：松葉楼
　※MU:ホワイトパレス フロント11：30-12:30
③沼津柿田川RC
　8月08日(水)　早朝例会　サインMU有り
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。 
②次週8/9(木)は、沼津倶楽部にて納涼例会です。
③16日(木)は裁量休会です。
④23日(木)はガバナー公式訪問です。ホストクラブ
　ですので、早めに、例会場にお越しください。

理事会報告

1.報告事項
①7月22日少年サッカー大会開会式に､鈴木会長が出
　席致しました。

2.協議事項
①8月度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの件 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 久松 但君
  別紙の通り⇒承認
②9月度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの件 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 久松 但君
　別紙の通り⇒承認

③9月・10月座席の件 SAA 土屋 昌之 君
　別紙の通り⇒承認
④地区社会奉仕・国際奉仕合同セミナー(9月2日(富
　士レークホテル)出席者(鈴木 和憲 会長、鈴木 博
　行 奉仕プロジェクト委員長)の交通費支給の件
　地区旅費支給内規に準じて交通費を支給する｡⇒承
　認
⑤世界ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの件 公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 神尾
　栄一 君
　ボイスキューにてポリオ募金活動のPR・告知を行
　う。西RC内では毎例会時に募金を行う。⇒承認
⑥その他
　8月23日ガバナー公式訪問(沼津北RC 2クラブ合同
　例会)例会司式内容の確認 SAA 土屋 昌之君
　⇒承認

2017～18年度事業報告クラブ協議会

　　　　　　　　　　　前年度会長　宮島賢次

会長としての最後の務め事業報告の総括です。
◎クラブ管理運営委員会：鈴木委員長に於いては
　初の理事ということで分からない中努力して頂き
　ました。出席面ではメークアップが少なかったと
　思います。これは個々の会員が努力して頂くこと
　ですので、ご自身の為にも是非積極的なメークア
　ップをお願い致します。親睦例会については楽し
　く過ごすことが出来ました。予算の未執行額の多
　かったところが惜しまれました。

◎公共イメージ向上委員会：会報の発行は滞りなく
　行われました。間違いについては委員全員が常に
　校正を心掛け使命感を持たなければいけないと思
　います。広報については昨年度依頼Facebook等の
　媒体利用を掲げていましたが、今後是非実行に繋
　げて頂きたいと思います。今年はガバナーの取組
　みでポリオ撲滅募金活動を実施しましたが、初め
　ての活動に関わらず成功裡に環椎しました。お疲
　れ様でした。しかしその他の計画目標がもう少し
　でした。

◎会員増強維持委員会：中々増強は難しいご時世で
　すが、友人同伴例会を開催して頂きました。改め
　てプログラム委員との連携が大事だなと感じまし
　た。

◎奉仕プロジェクト委員会：継続事業が多い中着実
　に実行して頂きました。また、クリスマス例会に
　は今までと違ったジャンルのNPO法人を招き、新し
　い認識を持つ事が出来ました。

◎ロータリー財団委員会：芹澤委員長には理事会に
　おいて先輩会員として、多くのご教示をして頂き
　ました。また、クラブ研修リーダーを兼務して頂
　き、入会5年未満会員に対しての貴重な研修をして
　頂きました。ロータリーカードについては、手続
　きが非常に簡単ですので今後ご協力をお願い致し
　ます。

◎青少年奉仕委員会：地区にも単独委員会として存
　在し、クラブでもI.A.Cや少年サッカー大会と、共
　に活動することが多いので単独委員会としました
　。現在クラブ内では存在感のある奉仕活動です。
　今後も更なる発展可能な委員会であると思います

◎S.A.A.：規律ある例会運営に努力して頂きました
　席次もユニークな考案をして頂きました。

◎会計：頴川会員には初めて理事に就任して経験を
　積んで頂きました。クラブへの今後一層のご活躍
　を望みます。
　最後になりますが、山本幹事を始め理事・役員・
会員の皆様のご協力を得まして、無事役目を全う出
来たかと思います。誠に有難う御座いました。



1

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

ロータリーソングについて

　

  代表的なロータリーソングは、日本でよく唄われ

る「我等の生業」は一業一人制のロータリアンがク

ラブを結成し、平和と親睦の目的に向かって、「ク

ラブ奉仕」・「職業奉仕」・「社会奉仕」・「国際

奉仕」の4大部門を通じて努力するという内容です。

特に歌詞には職業奉仕の重要性が強く謳われていま

す。

「奉仕の理想」は大体同じ内容ですが、自己の職業

奉仕を通じて世のため、人のためになるように、最

終的には世界平和が永遠に続くことを願望している

歌詞です。

　以上2つのソングはロータリーの代表的ソングであ

り、リズムも多少スローテンポで厳粛さがにじみ、

身の引き締まる感がするので、通常大会や協議会の

開会時やクラブ例会の開会・閉会時によく合唱され

ます。

　「手に手つないで」はロータリーの拡大と親睦を

内容として歌われ、クラブの会員結束と世界平和に

向かって努力しようというリズミカルで、歌いやす

いソングです。

　「それでこそロータリー」は軽快なリズムに乗っ

たメロディーで１番の歌詞で会員同志の親睦を、２

番では社会のため平和のため努力するという内容に

なっています。

これからも心を込めて歌おうではありませんか。

8月のプログラム

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 クラブフォーラム①
会員増強・維持委員会

9月のプログラム

1290回 12:30
09月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区ロータリー財
団セミナー報告　ロータリー財団委
員会、社会奉仕・国際奉仕セミナー
報告　奉仕プロジェクト委員会

1291回 12:30
09月13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　  
公共イメージ向上委員会　理事会④

09月20日 祝日週休会

1292回　12:30
09月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
公共イメージ向上委員会

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

1287回 26 名 17 名 -  65.38％

1285回 26 名 23 名 2 名  96.15％

●欠席者( 9 名)

  頴川ゆう子、宮口雅仁、名古良輔、芹澤和子、

  下原満知子、田村治義、内田逸美、渡邉勝也、

  山本宜司

●他クラブへの出席者

  宮島賢次(8/5　河口湖RC)　

　久松　但(8/7　ワールド大阪ロータリーEクラブ)

　山本宜司(8/8　沼津柿田川RC)　

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 永井克彦

◆◆第 1287 例会　会長挨拶◆◆

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

■■　本日のプログラム　■■

■千本松沼津倶楽部納涼例会 ■

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

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

2018～2019年度

第 28巻 06号
2018年 08月 09日
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頴川（３，１） 井上（１，２） 神尾（　④　） 宮口（　２　） 宮島（④）＋２ 本村（３、１）

永井（　２　）

杉山（　④　） 鶴田（　④　）

植松（　④　） 山田（３，１）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

久松(２，２)

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

鈴木博(　④　) 鈴木和(④)＋２ 鈴木良(2,免除) 田村(　④　) 土屋(　④　)

内田(３，１) 渡邉勝(　２　) 渡邉亀(2,免除) 山本(　④　)

例会出席％　　  82 . 52 　% 地区報告％  91 . 26　%

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。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC

　8月17日(金)　裁量休会

　MU受付 11：30～12：30 沼津リバーサイドホテル 

②沼津北RC

　8月14日(火)　裁量休会　MU受付　11:30-12:30

　8月21日(火)→23日(木)　沼津西RC合同例会

　MU受付　11:30-12:30

③沼津柿田川RC

　8月15日(水)　裁量休会　サインMU無し

④富士RC

　8月15日(水)　お盆休会

⑤新富士RC

　8月14日(火)　振替休会

⑥富士山吉原RC

　8月16日(木)　特別休会

2.連絡事項

①次週8/16(木)は、裁量休会です。

②次々週8/23(木)はガバナー公式訪問です。ホスト

クラブですので、早めに例会場にお越しください。

③10/27,28の地区大会の出欠席表をご記入下さい。

千本松沼津倶楽部納涼例会 

鈴木会長の挨拶、宮島さんの乾杯に始まった納涼例
会。芹澤さんには中締めのご挨拶を賜りました。

鈴木会長、重光幹事、そして本日の納涼例会を企画
された副会長の久松クラブ管理運営委員長です。

芹澤さん、鶴田さん、楽しいひと時を過ごされたと
思います。

植松さん土屋さん同級生同士のテーブルです。

本日の例会で唯一出席の女性会員、成田さん。杉山
さんと下田さんのお話で盛り上がりました。

気が付けば、本日唯一のMen's Table。本村さん、浴
衣が似合っています。

本日司会の井上さん、エレガントな川口さん、ただ
ただ、お酒がすすむ山田さんのテーブルです。
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　皆さんこんにちは、本日は星野ガバナーをお迎え

して、沼津北ロータリークラブ様と2クラブ合同例会

であります。よろしくお願いいたします。

 星野ガバナーは、今年3月の会長エレクト研修セミ

ナーの挨拶において「新グループの定着とともに実

りある1年に」と、そして「BE THE INSPIRATION」に

なろうというバリー・ラシンRI会長テーマについて

も、インスピレーションには様々な意味があり、良

い思い付き、着想、感化、刺激、激励、鼓舞させる

人等々今年度のテーマは、各ロータリアンがその地

域で行う奉仕活動を通じて、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、ロ

ータリークラブはもとより、個々のロータリアンも

その言動を通して、地域社会の人々へも良いインス

ピレーションになれるよう努力することを望んでい

るのだと思います。

　我々沼津西ロータリークラブでは、Now try 

something new.「今、新しいことに挑戦しよう」を

今年度のクラブテーマとし、各委員長がそれぞれの

委員会で取り組んでおります。この星野年度を実り

ある1年にするために、そして、これからのロータリ

ー活動においても意義ある1年になるよう活動してゆ

きたいと思います。ありがとうございました。

8月のプログラム

1289回 12:30
08月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 クラブフォーラム①
会員増強・維持委員会

9月のプログラム

1290回 12:30
09月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区ロータリー財
団セミナー報告　ロータリー財団委
員会、社会奉仕・国際奉仕セミナー
報告　奉仕プロジェクト委員会

1291回 12:30
09月13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　  
公共イメージ向上委員会　理事会④

09月20日 祝日週休会

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

1288 回 28 名 22 名 -  78.57％

1286 回 28 名 25 名 2 名  96.43％

●ゲスト　

1.星野喜忠ガバナー：大月RC

2.鈴木龍子地区筆頭副幹事：大月RC

3.山口和一ガバナー補佐：沼津RC

4.山本洋裕ガバナー補佐事務局：沼津RC

●欠席者( 6 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、本村文一、成田みちよ、

　下田朗弘、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　芹澤和子(8/11　財団セミナー)　

　鶴田龍聖(8/6 伊豆中央RC)

　芹澤和子、下原満知子(8/14　沼津北RC)

　名古良輔(8/15　eClub One)

　宮島賢次、芹澤和子、下原満知子(8/18　米山梅吉

　記念館)

　内田逸美(8/21　沼津北RC)

●スマイル報告

1.木村智昭様(沼津北RC)：沼津西ロータリークラブ

　の皆様、宜しくお願いします。

2.大貫隆弘(沼津北RC)：本日の合同例会、宜しくお

　願いします。

3.鈴木和憲、4.重光純、5.名古良輔、6.鈴木良則　

7.井上武雄、8.宮島賢次、9.芹澤和子、10.杉山真一

11.田村治義、12.土屋昌之、13.下原満知子　

14.永井克彦、15.山本宜司、16.山田和典：星野ガ

　バナー、本日は、宜しくお願い致します。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 永井克彦

◆◆第 1288 例会　会長挨拶◆◆

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

■■　本日のプログラム　■■

■ ガバナー公式訪問　沼津北RC2クラブ合同例会 ■

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

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

2018～2019 年度

第 28巻 07号
2018年 08月 23日
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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士RC  8月29日(水)　休会

②長泉RC  8月29日(水)　特別裁量休会

2.連絡事項

①10/27(土),28(日)の地区大会の出欠席表を、ご記 

　入ください。

理事会報告

協議事項

①新入会員（下田朗弘君）の委員会配属の件

　クラブ管理運営委員会とする。

②会員推薦書提出の件

　神尾栄一君から会員推薦書が提出された候補者に

　ついて、宮島会員増強維持委委員長が選考調査を

　する。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  沼津北RC　木村智昭会長挨拶　

　皆様こんにちは。本日は、第2620地区ガバナー公

式訪問です。星野喜忠ガバナー、鈴木龍子地区筆頭

副幹事、山口和一ガバナー補佐、山本洋祐ガバナー

補佐事務局長、ご訪問有難うございます。後程ガバ

ナーより、本年度の地区目標、活動方針などのお話

しをいただきます。本日は、沼津西ロータリークラ

ブとの合同例会でございます。沼津西ロータリーク

ラブの皆様、宜しくお願い致します。

　今年の夏は異常な暑さが続き、熱中症で倒れる人

が出る騒ぎでした。その上台風が発生し、7月29日30

日に計画していたインターアクト年次大会が中止と

なり、会場に予定していたニューウエルサンピア様

には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでし

た。何しろ静岡県に直撃という予報でしたので、中

止の判断は止むを得なかったと思います。お許しく

ださい。

 さて、今期は分区再編の初年度ということで、旧第

3分区に御殿場、裾野、長泉が入って第2グループと

なり12クラブとなります。この3クラブは、沼津西ク

ラブと同じに沼津北クラブとは親子クラブの関係で

あり、親子復縁の初年度となりますので、色々と親

睦行事を企画しています。それらの行事を通じてロ

ータリーの親睦と友情を深められたらと考えていま

す。よろしくお願い致します。

　ガバナー公式訪問挨拶　

【自己紹介】

 大月市生まれ東京育ち。曽祖父は静岡県島田市の出

身。父は同県藤枝市出身。

 職歴  大学卒業後、1967年～2000年までトッパン・

ムーア㈱(現社名トッパン・フォームズ㈱)勤務。

1981年から6年間マレーシア合弁会社の総支配人を勤

めた。

　退職後、大月市へ帰郷し、現在は国指定重要文化

財「星野家住宅」当主／富士納豆製造所代表。祖父

が北海道帝大の出身で在学中に納豆菌を学んだこと

をきっかけに、大月市に納豆製造所を設立。当時（

昭和10年）の山梨県には納豆を食べる習慣がなく、

納豆という食文化の伝道からスタート。

【ロータリーと私】

 帰郷を機に2001年、大月ロータリークラブへ入会。

祖父の代から3代目のロータリアン。

【RI会長テーマ・ロータリー賞】

　バリー・ラシンRI会長のテーマは“BE THE 

INSPIRATION”（インスピレーションになろう）。ロ

ータリークラブの活動はもとより、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

も良いインスピレーションを与えられるよう努力し

よう。また、クラブ活動を活性化して、ラシン次期

RI会長の掲げる「ロータリー賞」に該当するよう努

力しよう。

【RLI導入準備】

　RLIの導入準備の年度となる。ガバナー月信などで

「RLIとは？」というところから広報し、地区大会に

講師を招聘したセミナーを開催し、体験できる機会

を設けたい。

【依頼事項】

 地区目標の達成   今年度の14の地区目標を再確認

し、目標達成に向けた活動をお願いする。

 地区大会  10月27(土)、28(日)の両日、甲府市の甲

府富士屋ホテルで開く地区大会は年に一度の地区最

大の行事。多くの会員の皆様のご登録とご参加をお

願いする。地区内のロータリアンがクラブや、地区

委員会の活動成果や進捗状況を共有できる、有意義

な大会にしたい。
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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

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

■■　本日のプログラム　■■

■クラブフォーラム①　会員増強・維持委員会■

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

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

2018～2019 年度

第28巻 08号
2018年 08月 30日

　

 　先日、新聞記事に「練習直後に倒れ、亡き女子マ

ネージャーへ捧げる2本塁打」という記事が掲載され

ていました。これは昨年の夏、練習直後に倒れその

後に亡くなった女子マネージャー。彼女への思いを

胸に県大会を戦ったある高校の野球部員たちの記事

です｡「気づけば周りに人が集まる明るい性格」の彼

女は、寮生活でホームシックにかかった部員を「私

のことをお母さんだと思えばいいじゃん」と励ます

など､部員たちの心の拠り所となっていたようです。

チームは惜しくも準々決勝で敗退しましたが、3回戦

で2本の本塁打を打ったのは、まさにホームシックに

かかっていた部員でした。

 　この女子マネージャーのことは、昨年夏の記事に

残っており､事故が起こったのは7月下旬の午後8時ご

ろ、学校から約3.5km離れたグラウンドでの練習が終

わり、選手たちはいつもと同じように学校まで走っ

て帰りますが、いつもはバスに乗るマネージャーも

選手たちと走って戻ることになり、25分ほど走って

学校についた直後、マネージャーはしゃがみ込んで

倒れました。その15日後に、彼女は低酸素脳症によ

り亡くなったそうです。

 　倒れた彼女のもとに駆け付けた監督が「呼吸は弱

いけれどある」と判断し、救急車が来るまでAED(自

動体外式除細動器)を使用しなかったことを問題視す

る後記事もあり、事故当時の記事と今回の記事は、

別の記者によって書かれていますが、AEDを使えば彼

女が助かったのかどうかを、少ない情報から判断す

ることはできませんが、熱中症が低酸素脳症を引き

起こすこともありますが、彼女がそうであったかど

うかもわかりません。

 　ただ、美談調の記事にまとめる前にやるべきこと

があったのではないだろうか。このような事故は、

決して少なくないからです。

9月のプログラム

1290回 12:30
09月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾ
ﾐﾅｰ報告　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会、社会
奉仕・国際奉仕ｾﾐﾅｰ報告　奉仕ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ委員会

1291回 12:30
09月13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
公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 理事会④

09月20日 祝日週休会

1292回 12:30
09月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会

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

1289 回 28 名 24 名 -  85.71％

1287 回 26 名 17 名 6 名  88.46％

●ビジター

1.大野数芳様：沼津北RC

●欠席者( 4 名)

　井上武雄、宮口雅仁、下原満知子、内田逸美

●スマイル報告

1.下田朗弘：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

2.重光　純：本日のｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ宜しくお願いします。

3.名古良輔：ベトナム活動への支援金を、鈴木良則

　さん、ありがとうございました。

4.芹澤和子：出席表彰、ありがとうございます。

5.鶴田龍聖：全出席の記念品ありがとうございます｡

6.名古良輔：8月も100キロ走り、連続42ヶ月、目標

　達成しました。

7.鈴木良則：所用につき早退させていただきます。

8.山田和典：次週、所用で欠席します。

9.神尾栄一：前回、欠席すみません。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 永井克彦

◆◆第1289 例会　会長挨拶◆◆
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10.渡邉勝也：しばらく欠席して申し訳ございません

　でした。

11.重光　純：遅刻して、すみません。

12.A.Mテーブル：A.M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裾野RC

　8月31日(金)　移動例会

　サインのみメーキャップ受付　10：30～12：30

②沼津柿田川RC

　9月05日(水)→1日(土)へ移動　サインMU有り

2.連絡事項

①10/27(土),28(日)の地区大会の出欠席表を、ご記

　入ください。

臨 時 理 事 会 報 告

協議事項

①会員候補者の件

　神尾栄一君推薦の会員候補者が職業分類と会員資

格の条件を満たしていることを確認したことから、

宮島賢次会員増強維持委員長よりロータリー情報を

説明した後、会員に会員候補者の氏名と職業分類を

発表する。

クラブフォーラム

会員増強・維持委員会　宮島委員長

　以下の討議事項において、闊達な意見交換がされ

ました。

1、沼津西クラブの強みと弱点は何だと思いますか？

　（先ずはクラブの診断）

　a.強み・少人数ながら会員は年齢層が広く若い会 

    員も多く纏まりがある。

　b.弱点・若さは弱点でもある。経験不足から中堅

    会員にクラブ運営の負担が偏り新旧会員のコミ

    ュニケーション不足が見られる。

2、「全員が増強に取組む」新会員勧誘で良いと思う

    方法は？（または候補者選考方法）

　・一組5名程度のグループを編成し、1年間候補者

    勧誘に共同作業し定期報告を促す。

　・男性候補者は他の団体からの勧誘が多いので、 

    女性候補者に絞る。

　・例会に誘うほか、スポーツイベントや親睦会及

    びテーブル会などにも誘ってRCを多面的に理

    解してもらう。

3、例会プログラム・奉仕活動のマンネリ化を打破す

   る名案は？（満足度アンケートでは、クラブはオ

   ープンな風土がある38%、前例主義である28%）

　・各委員会はこまめに小委員会を開き、委員長は

    委員の考えやアイディアを引出し、活動に活か

    す。（弱点である委員長単独の動き過ぎを是正

    する）

　・プログラム担当委員及び各委員長を早い時期か

    ら定め、様々な意見を取り入れ十分に検討する

    時間を取る。

4、入会5年未満の研修セミナーで題材にしたら良い

   と思う内容は？（満足度アンケートでは、ｵﾘｴﾝﾃｰ

   ｼｮﾝと教育が不十分36%）

　・入会と同時にロータリーの基本的なことから。

   （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ用の要資料造り）

　・5年未満は、ロータリー情報の他、経営等全般的

    な内容に、或いは相談事。

5、その他：思うこと、言いたいこと。

　・会員増強が無ければクラブの存続は無い。また 

    会員が減少すると、各人の負担が増えると認識

　　し、全員が責任意識を持ち新会員推薦に努力し

　　て頂きたい。

6、今後(前期)の同伴しやすいデー

　・10月04日(12:20～)：外部卓話　米山記念奨学生

  　(米山梅吉記念館）

　・11月15日(12:30～)：外部卓話　エンフボルド, 

  　ボロルトヤよねやま親善大使

　・11月29日(12:30～)：外部卓話　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　頼重秀一沼津市長

　・12月22日(18:30～)：親睦例会　クリスマス会

　 （同伴予定者を早めに報告して下さい）

　会員の皆様有難う御座いました。今後は実行に移

して結果を求めて行動をお願い致します。




