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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　■■

■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■

● 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 09号
2018年 09月 06日

　
　バリー・ラシンRI会長より5日の朝『ロータリーの
リーダーの皆さまへ」とメールがありました。
　ロータリーは今年も、10月24日の「世界ポリオデ
ー」にイベントを開催いたします。
本日は皆様に、ポリオ撲滅に関する世界的な認識を
高め、この日に合わせたイベントを開催することを
お願いするためご連絡しております。
　私は、ロータリーがポリオ撲滅活動を開始する以
前からのロータリアンです。1980年4月にロータリー
に入会した際、ポリオ撲滅を組織するプロジェクト
として実施するといったアイデアはまだ生まれてい
ませんでした。また当時は、毎年35万人（そのほと
んどが子供）がポリオに感染していました。
　当時のロータリーリーダーたちのビジョンとロー
タリアンによる長年のご尽力のおかげで、今日、ポ
リオの発症数は最少数にとどまっています。このメ
ッセージを執筆している今日現在、野生型ポリオウ
イルスによるポリオの発症数は14件です。また、ポ
リオの常在国は3か国のみであり、野生型ポリオウイ
ルスが伝搬しているのはアフガニスタンとパキスタ
ンの国境地域のみとなっています。
これだけの成果を収めてこれたのは、ロータリーと
世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）パートナー組織に
よる長年の粘り強い努力があったからです。ロータ
リはこれまで、19億ドル以上を集めてきたほか、ボ
ランティアや職員が多くの時間を費やし、予防接種
、ファンドレイジング､アドポカシー活動など、さま
ざまな活動に従事してきました。これまでの成果は
本当に素晴らしいものであり、ポリオ撲滅の達成は
目の前に迫っています。
　そうは言っても、撲滅達成に向けた課題は残って
おり、引き続きの資金提供が必要です。
撲滅が認定されるまで（最後の発症が報告されてか
ら3年）、すべての子供が予防接種を受けなければな
りませんし、それには毎年何百万ドルもの資金がか
かります。これらの活動が遅れる、または停止して
しまうと､これまで何十年もかけて達成してきたこと
すべてを無駄にしてしまうという危険が伴います。
　この理由から、全てのロータリークラブが独自の
方法で、10月24日の世界ポリオデーに合わせたイベ
ントを開催し、ロータリーによるポリオ撲滅の認識
を高めていただきたいのです。
　ポリオ撲滅のためのインスピレーションとなるべ
く、世界ポリオデーで皆様と協力できることを楽し
みにしております。
　心を込めて
2018-19年度国際ロータリー会長 　バリー・ラシン

9月のプログラム

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(木) 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

1290 回 28 名 25 名 -  89.29％

1288 回 28 名 22 名 2 名  85.71％

●ビジター

1.大野数芳様：沼津北RC

●欠席者( 3 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、重光　純

●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.井上武雄：入会記念日のお祝いありがとうござい

  ます。

3.鈴木良則：セミナー報告を宜しくお願いします。

4.山田和典：本日、地震の影響により、札幌出張が

  出発前に取りやめになり、例会に出席することが 

  出来ました。悪運なのか、日頃の行いなのか、よ

  くわかりません。

5.芹澤貞治：早退します。

●他クラブへの出席者

　下田朗弘(8/31　沼津RC)

　杉山真一、内田逸美、渡邉勝也(8/31　裾野RC)

　鈴木和憲、鈴木博行(9/2　奉仕セミナー)

　井上武雄,内田逸美,山田和典(9/5 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 山田和典

◆◆第1290 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富士宮RC

　9月10日(月)　観月例会　18:30-　於：富士山本宮

　浅間神社参集所

2.連絡事項

①次回は理事会がありますので、理事の方は出席及

　び協議資料の提出をお願い致します。

地区ロータリー財団セミナー報告

　　　　　　  　　芹澤和子委員長

　地区ロータリー財団セミナーは、8月11日(土)に静
岡市のグランシップで開かれました。
星野喜忠ガバナー、各分区のガバナー補佐、地区役
員、各クラブ会長財団委員長が出席し、会場は満席
で熱気にあふれていました。
　星野ガバナーの点鐘とあいさつではじまり、金色
に輝く鐘を打ち、100周年記念のために地区に金の鐘
を頂き、ガバナー訪問の際各クラブに持参して点鐘
します。とあいさつの中で説明ありました。
　曽根財団委員長よりロータリーの目的は奉仕にあ
る、地域社会への奉仕活動、グローバルな奉仕活動
を資金面で支えているとの話がありました。
　続いてロータリー財団の活動全般について13項目
の説明がありました。
年次基金（主な財団の資金源）恒久基金（将来の新
プログラムまたはプログラム拡張を容易にするため
の資金源）使途指定寄付金などの違い、その寄付金
が地区補助金、グローバル補助金へどのような分配
をされるのかについて説明がりました。
　ロータリーカードの加入推進、ポリオプラス、地
区補助金等の説明があり、山静学友会の活動報告が
ありました。地区補助金の事務手続き上の注意と説
明があり、最後にガバナーの講評で16時30分説明会
は終了いたしました。
　初めて財団セミナーに参加して､自分の職業で得た
お金の一部がロータリークラブに加入している事で
地域の社会奉仕の活動､グローバルな活動、世界平和
と青少年の将来のための活動を資金面で支えている
と感じました。寄付の種類、寄付の使い道など沢山
の項目があります、活動の中で機会あるごとに会員
の皆様の意見を聞きながらロータリー活動の意義と
理解を深める努力を続けてまいりたいと思います。

社会奉仕委員会･国際奉仕委員会合同ｾﾐﾅｰ

　　　　　　　　鈴木博行委員長

9月2日、河口湖RC主催で富士レークホテルで開催さ
れた、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会合同セミナ
ーに鈴木会長と参加しました。13時、開会点鐘がさ
れ、参加者215名の報告がありました。
地区社会奉仕委員長
　奉仕の理想とは、自らの職を与えてくれた社会と
、己の職を生かし続けさせてもらっている社会に感
謝し、その心を基本とし、私生活、社会、職業生活
において利己的な欲求は、最小限に留め常に奉仕す
ることを目標とする。
地区国際奉仕委員長
　国際奉仕の理解を深め、友情と親睦の絆を持ち、
世界の恒久的な平和を実現、継続させる様な奉仕活
動を行ない、ロータリーの精神哲学である奉仕を常
にクラブ、地区のロータリアンに推進し、認定を促
す活動が大切である。
講演
・講師、内藤　剛(ないとう　こう)様、ヤフー㈱、
　地方創生統括マネージャー
・講演内容「ヤフーが考える地域への取り組み」
　自然を大切にする人が増え、先祖の遺産を大切に
　する人が増えたからである。人と人とのつながり
　が失われていないからである。それの根拠はロー
　タリー精神と社会奉仕の現われだと思います。
ひとり語り
・演者・大塚良重様(おおつか　よしえ)様
・演題「魁の人、米山梅吉」　魁の人(かいの人)と
　は「時代の人」の意味。
・女優、伊豆の国市出身。数々の映画、テレビドラ
　マにて活躍。主な出演作品は、映画「命」、「休
　暇」、「暗いところで待ち合わせ」、NHK「連続テ
　レビ小説・瞳」、フジテレビ「永遠の1.8秒」、「
　ゾウのはな子」
・演題「魁の人(かいのひと)米山梅吉」では、米山
　梅吉の生涯を演技をしながらの「ひとり語り」は
　会場が大変盛り上がりました。

社会奉仕･国際奉仕合同セミナー報告

　　　　　　　　鈴木和憲会長

　去る9月2日(日)、山梨県河口湖町の富士レークホ
テルにて開催されました。
セミナーは､13:00に星野ガバナーの開会点鐘により
始まり、13:30よりヤフー株式会社地方創世統括マネ
ージャーの内藤剛氏の講演がありました。
内藤氏はヤフーが考える奉仕活動について話され
、ITを駆使した様々な情報を集め、分析し、その情
報を民間の視点やファンの視点で提供することで、
社会に貢献していることを紹介されました。
　休憩の後は女優の大塚良重氏の「ひとり語り」で
、「塊の人　米山梅吉」という題で米山梅吉の生い
立ちの半生を語りました。その内容は､梅吉翁の幼少
期そして東京に出て苦学生として勉強しアメリカに
渡りロータリーに出会い感銘を受け、その精神や社
会奉仕等日本にも是非普及させたいと思い、帰国後
色々苦労された話や戦争によりロータリーの解散を
止む無くされた悔しさ等、奥さんの目線で語り非常
に感銘を受けました。語りが終わったときは拍手が
自然にわきました。
　「ひとり語り」が終了、星野ガバナーの講評後、
閉会の点鐘により終了しました。
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今日は、イチローが語ったモチベーションベーショ

ンを生む秘訣について話したいと思います。

　大リーグマーリンズのイチロー外野手がメジャー

史上30人目の3000安打を達成。試合後に行われた記

者会見から自身のやる気やモチベーションについて

語られた部分をバックアップしました。

―3000安打を達成した率直な気持ちから。

「あんなに達成した瞬間にチームメイトたちが喜ん

でくれて、ファンの人たちが喜んでくれた。僕に

とって3000という数字よりも僕が何かをすることで

僕以外の人たちが喜んでくれることが、今の僕に

とって何より大事なことだということを再認識した

瞬間でした」

　自分のしたことで人が喜んでくれたら、それは

やっぱりうれしいものですよね。

―イチローさんはよく感謝という言葉を使います。

この3000本を打ったこの日に、感謝という言葉をど

なたに伝えたいか？

「それはありきたりになってしまいますよね。

これだけ長い時間いろんな場所から集まってくれて、

それはもう今さら言うまでもないですよね。でも、

3000本を打ってから思い出したことは、この（メ

ジャーリーグ移籍）きっかけを作ってくれた仰木監

督ですね。仰木さんの決断がなければ何も始まらな

かったことなので、そのことは頭に浮かびました」

感謝の気持ちを忘れないということも、イチロー選

手がモチベーションを維持していく上では大切なポ

イントなのだと思います。

9月のプログラム

09月20日(木) 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 　
㈱静岡新聞社東部支局　橋爪　充様
公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会

10月のプログラム

1293回 12:30
10月04日(木)

米山梅吉記念館　外部卓話 (米山記
念奨学生)ｽﾘｬﾃﾞｨ様(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ出身､ 日
大国際関係学部修士2年生)理事会⑤

10月11日(木) 祝日週休会

1294回 12:30
10月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③   
米山梅吉記念委員会(米山梅吉記念
館50周年記念祭について)

1295回 12:30
10月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 　
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）
例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1291 回 29 名 27 名 - 　93.10％

1289 回 28 名 24 名  3名 　96.43％

●欠席者(　2名 )

　久松　但、渡邉勝也
 
●他クラブへの出席者

  久松　但(9/13　徳島東RC)

●スマイル報告

1.鈴木和憲、2.重光　純、3.宮島賢次、4.名古良輔、

5.芹澤貞治、6.本村文一、7.杉山真一、8.成田みち

よ、9.頴川ゆう子、10.山本宜司：杉山恵嗣さん入

会、おめでとうございます。

11.神尾栄一：本日のクラブフォーラム、宜しくお

　願いします。

12.鈴木良則：27日の例会を欠席させて頂きます。

13.成田みちよ：遅刻してしまい、申し訳ございま

　せん。

14.下原満知子：所用につき、早退させていただき

　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 山田和典

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　10号
2018年 09月 13日

◆◆第 1291 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

● 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

■■　本日のプログラム　■■

■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■
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新　会　員　紹　介

新会員氏名 杉山　恵嗣君　(すぎやま　けいじ)
職業分類 司法書士
事業所名 杉山恵嗣司法書士事務所
事業所での地位　代表
事業所所在地 〒410-0817　沼津市本郷町10番28号
事業所電話 055-946-6991 FAX 055-946-6992
推薦者 神尾栄一

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①沼津柿田川RC
　9月19日(水)→22日(土)　＜サインＭＵ有り＞
②沼津RC
　9月14日(金)→裁量休会
　MU受付　11:30-12:30 沼津リバーサイドホテルにて
③長泉RC
　9月26日(水)　長泉RC・三島RC　合同例会
④裾野RC
　9月21日(金)　移動例会　MU 11:30-12:30
2.連絡事項
①本日は、理事会があります、理事の方は宜しくお願
　いします。
②次週20日は、祝日週休会です。
③22日(土)は、沼津4RCポリオ街頭募金です。10:30に
　清水町サントムーン「GEO」付近に、ジャケット着用
　で集合してください。

理　事　会　報　告

1.報告事項
①9月20日12時10分からラジオボイスキューに鈴木和憲
　会長と神尾栄一公共イメージ向上委員長が出演し、
　ロータリーとエンドポリオ活動のPRをする予定です。
2.協議事項
①10月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長　　
　久松　但君　承認する。
②9月27日（木）外部卓話者の決定及び謝礼の件
　卓話者は㈱静岡新聞社東部支局　橋爪　充様とし、
　卓話謝礼を支払うことを承認する。
③10月4日（木）米山奨学生卓話謝礼の件
　卓話謝礼を承認する。

④米山梅吉記念館への賛助会費及び、100円募金の件
　いずれも会員28名分の支払を承認する。
⑤米山梅吉記念館秋季例祭の祝儀の件
　祝儀を支払うことを承認する。
⑥11月8日(木)沼津4クラブ合同例会の件
　会場をニューウェルサンピア沼津、各クラブに案内
　を出すことを承認する。
⑦エンドポリオ街頭募金活動（9月22日(土))をメーク
　アップ扱いとする件
　承認する。
⑧新会員の所属委員会の件
　クラブ管理運営委員会とする。

         クラブフォーラム

公共イメージ向上委員長　神尾栄一君

　本日は、当クラブでも検討していきたいフェイスブ
ックについてお話致します。

まずは、メリット・デメリットについて

メリット 
　ロータリーの活動を世界中の方に見てもらえる。イ
ベント活動の告知が出来る。

デメリット 
　個人情報の流出のリスクがある。投稿が自慢、嫌味
などと誤解されることがある。いいね！を押さないと
気分を害する人もいる。
フェイスブックは実名登録で世界中の人達が閲覧出来
ます。ゲストの方の写真等、個人情報の取り扱いに気
を付けていかなければなりません。

　他クラブのフェイスブックページを見てみましょう。
沼津北クラブさんは例会の内容、イベント活動を定期
的に更新し動画も使用しています。お手本にしていき
たいですね。クラブによっては更新がされていないク
ラブもあります。フェイスブックを始めたら定期的に
例会の内容は更新したいですね。

　皆様から、いただいたご意見です。
「なんの為にやるのか」、「ゲストの方達の写真掲載
の仕方」、「個人情報の取り扱い」、「週報・ホーム
ページとの違い」、「一般の方がロータリーの活動内
容を見ても面白くないんじゃないか」。
皆様からのご意見を参考にフェイスブックについて検
討していきたいと思います。

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

永井（　④　）

下原（２，２） 杉山（④）＋１

植松（　④　） 山田（　④　）

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

久松(　④　)

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

鈴木博(　④　) 鈴木和(　④　) 鈴木良(3,免除) 田村(３，１) 土屋(　④　)

鶴田(３，１) 内田(2,2)＋２ 渡邉勝(１，１) 渡邉亀(3,免除) 山本(３，１)

例会出席％　　80 . 00　　 　% 地区報告％  　91 . 82　　%

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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―あなたの知らない富士山トリビア―

　日本の象徴かつ世界遺産である富士山は、日本人

に最も愛されている名峰で、日本人のみならず、海

外旅行客にも人気で、誰もが「一度は登ってみた

い」と思う憧れの山です。

　標高3776ｍ（正確には、3775.63ｍ）日本一高い

山、富士山。登山者は最高峰の頂上を目指して、富

士登山をします。富士山は山梨県と静岡県の両県に

またがって聳える山ですが、頂上はどちらの県に属

するのでしょうか。そして富士山の山頂は国有地な

のか、あるいは私有地なのでしょうか。

　富士山の山頂は国有地ではなく、私有地。

「富士山本宮浅間大社」が所有。富士山の8合目以

上は、境内（神社の敷地）なのです。

古来噴火を繰り返す富士山は､「神が宿る山」とし

て畏れ､遥拝の対象として敬われました。激しく吹

き上げる火焔は怒る神の姿であり、荒れた富士山を

鎮めるために山麓に浅間大神を祀ったのが、富士山

本宮大社のはじまりと言われています。

　富士山のふもとにある富士山本宮浅間大社は、富

士山の八合目以上を境内地として所有する全国1300

余の浅間神社の総本宮、国の重要文化財指定である

本殿は慶長11年(1606年)に完成、徳川家康の寄進に

よるもの。そもそも富士山は、徳川家康が江戸時代

に所有していました｡信仰の対象である富士山頂の

所有は、神社がふさわしいと思ったのかもしれませ

んね。富士山の7合目から下の部分については県境

がありますが、山頂については地図上でも県境は消

えています。富士山本;]宮浅間大社の敷地（境内）

であり、山梨県でも静岡県でもありません、富士山

頂には浅間大社の奥宮が鎮座しています。

　ただし、山頂の山小屋の郵便番号は、静岡県側の

〒418-0011とされています。

10月のプログラム

1293回 12:30
10月04日(木)

米山梅吉記念館　外部卓話 (米山記
念奨学生)ｽﾘｬﾃﾞｨ様(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ出身､ 日
大国際関係学部修士2年生)理事会⑤

10月11日(木) 祝日週休会

1294回 12:30
10月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③   
米山梅吉記念委員会(米山梅吉記念
館50周年記念祭について)

1295回 12:30
10月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ④ 　
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）
例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1292 回 27 名 24 名 - 88.89%

1290 回 28 名 25 名  2名 96.43%

●ゲスト

1.㈱静岡新聞社　東部支局　橋爪　充様

●ビジター

1.大野数芳様：沼津北RC

●欠席者(　3  名)

　頴川ゆう子、井上武雄、本村文一

●他クラブへの出席者

　内田逸美、神尾栄一(9/14　沼津RC)

　宮島賢次、名古良輔、芹澤和子(9/15　米山梅吉　

　記念館)　重光　純(9/18　沼津北RC)　　　　　　

　内田逸美(9/19　沼津柿田川RC)　

　鈴木和憲、神尾栄一(9/20　ボイスキュー出演)

　鈴木和憲、重光　純、神尾栄一、宮島賢次、芹澤　

　和子、下原満知子、下田朗弘、杉山真一、鈴木博

　行、土屋昌之、植松　正、渡邉勝也、山本宜司、

　杉山恵嗣(9/22　ポリオ募金活動) 　　　　　　　

　頴川ゆう子(9/24　日本ロータリーEクラブ2650) 

　鈴木博行(9/25　沼津北RC)

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 山田和典

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

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
2018～2019年度

第 28巻　11号
2018 年 09月 27日

● 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　■■

■外部卓話　公共イメージ向上委員会■

■㈱静岡新聞社東部支局　橋爪　充　様　■

◆◆第 1292 例会　会長挨拶◆◆
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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.鶴田龍聖：入会記念日のお祝いありがとうござい

　ます。入会記念品、感謝します。

4.重光　純、5.神尾栄一：家族の誕生日のお祝いあ

　りがとうございます。

6.重光　純、7.久松　但：橋爪様、本日の卓話、よ

　ろしくお願いいたします。

8.下田朗弘：次週、欠席します。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC

　10月02日(火)　移動例会（米山記念館）

　MU受付　11:30-12:30

②沼津柿田川RC

　10月03日(水)→夜間例会　＜サインMU有り＞

2.連絡事項

①9/22の沼津4RCポリオ撲滅募金活動にご協力あり

　がとうございました。総額で53,084円集まりまし

　た。

②2021-22年度ガバナーは、甲府北RC 小林總一郎君

　に決定しました。

③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します。

④次回10/4(木)は、米山梅吉記念館にての移動例会

　です。

⑤9/13のEND POLIOの募金にご協力ありがとうござ

　いました。5,937円集まりました。

　　　　　　　　　外部卓話　　

　　㈱静岡新聞社　東部支局　橋爪　充様

　アニメ作品の舞台になった地域や場所に足を運ぶ
ことを、「聖地巡礼」と言うようになったのは2005
年前後とされています。キリスト教やイスラム教の
信者の行動に例えた表現です。

沼津市にアニメ作品「ラブライブ！サンシャイン
!!」のファンが訪れるようになったのは、2015年夏
ごろ。JR沼津駅周辺ではなく、内浦周辺が主体でし
た。16年春ごろから爆発的に増え始め、訪れる場所
も市内全域に。同年夏、17年秋のテレビ放送で 完
全に定着しました。

　同作の舞台は、市立長井崎中の立地や校舎をそっ
くりそのまま写し取った「浦の星女学院」。主人公
は同校に通う女子高校生9人。美しい海や山に囲ま
れた日常生活と、スクールアイドルグループ「
Aqours (アクア）」としての活躍を描いています。

　静岡新聞社が17年12月に市内2カ所で行ったアン
ケート調査では、沼津を訪れるファンの96.2％が男
性でした。年代別では20代が54.2％、30代が
27.6％。ほとんどが2回以上来ていて、毎週来る人
もいました。聖地中の聖地とされる三の浦総合案内
所（内浦長浜）の来訪者は、月平均で6千人超。放
送前と比較して10倍以上です。

　市役所や商工会議所は、アクアのメンバーを描い
た旗で商店街を飾ったり、スタンプ巡りの企画を実
施したりと、ファンに心地よく過ごしてもらうため
の企画を積極的に実施しています。全国に沼津の良
さをアピールするチャンスとして捉えているのです。
こうした施策が決め手になり、実際に移住・就職す
るファンも現れました。

　「聖地巡礼」は、全国各地の観光関係者のキーワ
ードになりつつあります。「あの日見た花の名前を
僕達はまだ知らない。」（11年）の埼玉県秩父市や、
「ガールズ＆パンツァー」（12年）の茨城県大洗町
などが息長くファンが訪れる成功例とされています。
ファンやアニメ関係者の間では、沼津市はこれらに
連なる〝勝ち組〟という評価が定まりつつあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　共通するのは行政や地元企業の有志らが、熱意を
込めて「アニメツーリズム」に対応する組織、空間
をつくっていること。ファンは「同好の士」が多く
集まる街に、愛情を注ぎます。現在の状況を一過性
のものにしないためには、まちづくりに関わる市民
一人一人が真摯に作品に向き合う姿勢が必要でしょ
う。
　同作は映画の公開を控えています。四季を通じた
沼津への注目度は、ますます高まりそうです。

　　　　　　
　　　　9月22日サントムーン柿田川にて　
　　　　 ポリオ街頭募金後の集合写真




