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　「ポール・ハリス　珠玉のことば」

ロータリー・クラブは平均出席率が高くなくては、

重要なロータリーの目的を達成することは出来ない。

最良のクラブとは最高の出席率に培われたクラブで

ある。

ロータリー・クラブとは知り合いを広め相互理解を

深め乍ら奉仕する人々を育てる場所である。そうだ

とすれば、出席なくしては親睦も血の通う情報の交

換もできない。

　しかし出席は目的ではないが、奉仕する気持ちを

持ち続ける目的の最も重要な手段ではないでしょう

か？

　出席率が高いというだけでは必ずしも優秀なロー

タリアンだとは言えない。然し優秀なロータリアン

の出席率は抜きんでて高い。

 道具を沢山揃えておいても、それを遊ばせて物を

作らなければ何にもならないが、いい物を作るのに

は必ずいい道具を必要とするのとおなじであ

る。・・・・・・・・と解読されています。

ポール・ハリス著「THIS ROTARIAN AGE」より

10月のプログラム

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

11月のプログラム

1296回 12:30
11月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 地区大会報告
会長・幹事他　理事会⑥　

1297回 18:30
11月08日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　夜間例会　　
沼津4クラブ合同例会　　　　　　
クラブ管理運営委員会　

1298回 12:30
11月15日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　　　
ロータリー財団委員会　　　　　
エンフボルト・ボロルトヤ様

11月22日(木) 祝日週休会

1299回 12:30
11月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津市長　頼重秀一様

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

1293 回 27 名 22 名 - 81.48%

1291 回 29 名 27 名  2名 100%

●ゲスト

1.スリャディ様：米山記念奨学生
2.横山貞治様：沼津北RC

●欠席者(　5 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、芹澤和子、下田朗弘、　

　内田逸美

●他クラブへの出席者

　内田逸美(10/2　沼津北RC、10/3　沼津柿田川RC)

●スマイル報告
1.横山貞治様(沼津北RC)：スリャディ君の卓話を、
　宜しくお願いします。
2.鈴木和憲、3.重光　純、4.成田みちよ、
5.山本宜司：スリャディ様、本日の卓話、宜しく
　お願いします。
6.B.Eテーブル：テーブル会残金です。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 山本宜司

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　12号
2018年 10月 04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　■■

 ■　外部卓話　スリャデイ様　米山記念奨学生　■

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 1293 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
　10月08日(月)　休会　体育の日
②富士宮西RC
　10月12日(月)　ミツバツツジ植樹例会　
　　　　　　　　於：朝霧アリーナ
③沼津柿田川RC
　10月10日(水)　夜間例会　サインMU有り
④新富士RC
　10月09日(火)　観月会(夜間　グリーンホテル)

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11日は、祝日週休会です。
③ガバナー事務所より、西日本豪雨災害義援金ご協力
　ヘの御礼が参りました。
④9/27END POLIOの募金にご協力ありがとうござい
　ました。9,281円集まりました。
⑤本日、17:00～インタークラブ例会が開催されます。

理事会報告

1, 協議事項

①11月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長　

　久松　 但 君 ⇒ 別紙にて確認。⇒ 承認する。

②11月12月の席次表の件 SAA 土屋昌之 君別紙の通り　

　⇒　承認する。

③11月8日（木）沼津4クラブ合同例会の件　クラブ管理

　運営委員会 久松 但 君 

　式次第・タイムスケジュール(別紙)の確認。参加人数

　確定後、再度理事会に報告する。⇒ 承認する。

④11月15日(木) 外部卓話者の謝礼及び交通費の件 ⇒

　承認する。

⑤国際奉仕・ベトナム枯葉剤被害者等の支援の件 昨年

　実績と同額とする。⇒ 承認する。

⑥10月13日（土）第3回会長幹事会・会費支給の件 

　 ⇒ 承認する。

⑦10月28日(日)地区大会バスの件 見積書・行程表別紙

　確認。 ⇒ 承認する。

⑧インターアクト指導者講習会・参加費の件 ⇒ 承認

　する。

⑨7RC対抗ゴルフコンペ・クラブ参加費の件 クラブ参加

  費について別紙にて確認。 ⇒ 承認する。

⑩ボイスキューでのPR活動(9月20日(木))をメークアッ

　プ扱いとする件 ⇒ 承認する。

            卓　　　　　話

　　
      米山記念奨学生　  スリャデイ様

　皆さんこんにちは。インドネシアからきた留学生の
スリャディです。現在は、日本大学国際関係学部国際
関係研究科で勉強をしています。今日は日本で私が勉
強していることについて話したいと思います。

　まず、インドネシアのことについて少し紹介します。
私はインドネシアのスマトラ島のベンクル出身で、ベ
ンクルの人口は194万人です。インドネシアは5つの大
きな島からなり、西の方からスマトラ島、ジャワ島、
カリマンタン島、スラウエシ島、パプアニューギニア
島です。
　小さな島の数は14,572にまでのぼり、民族は全部で
1,340ほどあり、各民族により使用される言語も違い
ますが、インドネシア語が共通語とされており、学校
の授業で義務で習います。そのため、インドネシア人
は言語習得には苦労します。特に私は南ベンクルに生
まれたため、中学まではセラワイン語しか喋れません
でした。しかし、ベングル町にある高校に進学したた
め、別の言語を勉強しなければならず、大学は西ジャ
ワのバンドンに進学したため、また別の言語であるス
ンダ語を勉強しました。確かにインドネシア語は共通
言語なので、どこの地域にいっても一応通じますが、
その現地に住む人々の生活に入り込み、より親密な交
流を深めるためには出来るだけ現地で使われている言
語を使用する必要があります。 私も大変苦労しまし
た。

　インドネシアというと皆さんまずバリ島を思い浮か
べるかと思います。バリ島は神々が住む島としてオラ
ンダ時代から知られた国際的観光地ですが、インドネ
シアの33州のうちの一つでしかありません。インドネ
シアはイスラム教徒が世界中で一番多く、生活にもイ
スラム教のルールを守らないといけない国です。例え
ば、お祈りや断食はどこにいてもしなくてはなりませ
ん。私も日本にいても毎日のお祈りや、年一回の断食
月は、インドネシアにいるときと同じようにしていま
す。

　次に私が日本大学で研究していることを紹介します。
私は現在『インドネシアのエスニック・ツーリズムの
発展と観光文化政策 -民族文化の商品化をめざして』
というタイトルで研究しています。インドネシアでは
ムスリム教徒が多くて世界の国々はそう思うかもしれ
ません。しかし、インドネシアの観光地であるバリ島
の422 万の人口のうち90%がヒンドウー教徒です。生
活や文化や観光地などもヒンドゥー文化に強く影響さ
れています。
　さらに、研究でとりあげる伝統的な葬儀で知られる、
スラウェシ島のトラジャ人はキリスト教徒が非常に多
く、270万人口の82% を占めます。私は、出身のべン
クルの伝統的なタボット祭りとその観光開発との関連
について関心を持っています。この祭りはイスラーム
教に強く影響された祭りで、インドネシアのベンクル
州だけで行われる独特な祭りで、イスラーム暦「ムハ
ラム月」の1日から10日まで行われます。今年は9月11
日から9月20日まで行われ、私も先月帰国して見学で
きました。この祭りの趣旨は、預言者のムハマドの孫
「フセイン」の戦死を追悼する祭りです。世界中のイ
スラーム教徒は、イスラームの偉人であるムハマドの
子孫を知っていますが、この祭りはインドのイスラー
ム教徒が運んできた儀礼で、その子孫たちを中心に、
インドネシアのベンクル州で長く受け継がれ実施され
てきた華麗な伝統文化です。インドネシアの観光とい
えばバリ島で注目されますが、私は、タボット祭りに
関連して私の地域の民族文化の商品化を目指して、イ
ンドネシアの観光政策の発展に役に立ちたいと思って
います。そして、バリ島が民族文化を利用して観光を
発展させたように、ベンクル州が、またインドネシア
が、このタボット祭りによって一つの民族観光地とし
て広く知られること願って研究を続けたいと思ってい
ます。
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　中国ではITイノベーションが目覚ましい。

　実際、ほとんどの買い物がスマホで決済出来て
しまうなど、超便利なIT社会を実現している。優
れたIT企業も続々と誕生し成長している。しかし、
実はその正体が非常に怖いのだそうです。

　時価総額アジア･トップ級IT企業テンセントの
「怖さ」アリババを追い抜き、トヨタ自動車を抜
き、2017年度の時価総額アジアNo.1のIT企業、テ
ンセントがある。

　今、日本では深センとか中国のイノベーション
とか、キャラメルコーン、、、、、じゃなくて、

ユニコーン(評価額10億ドル以上の非上場企業)と
か話題らしい。中国企業は、ニッポンのように、
会社のひな壇の上の方に、昭和の妖精が密集して
いて、「下手なチャレンジなどしてオレの経歴に
傷を付けるな！」と、若者をジャマしたりはしな
い。

　いや、中国はもっと怖い妖精が並んでいて、「
いろいろ開発してや～」とささやいているのだが、
確かに若者は多く、かつ実力主義、トライ＆エラ
ーのお国柄で、かなり減ったとはいえ、世界中か
ら流れ込む資金。国の指示なら採算度外視。実際
はファンドのお金を使い切るだけ、のスタートア
ップ企業も多いが、活気があるのは事実である。

　中国の鉄則は、ただ一つ。すなわち、“全ては
党が管理する”である。どんな企業のどんなイノ
ベーションも、ある規模になれば、党の後押しな
しには行われていないし、最後は全部、党のもの
になってしまう。

中国とは、そういう国なのです。

10月のプログラム

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

11月のプログラム

1296回 12:30
11月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 地区大会報告
会長・幹事他　理事会⑥　

1297回 18:30
11月08日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　夜間例会　　
沼津4クラブ合同例会　　　　　　
クラブ管理運営委員会　

1298回 12:30
11月15日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　　　
ロータリー財団委員会　　　　　
エンフボルト・ボロルトヤ様

11月22日(木) 祝日週休会

1298回 12:30
11月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津市長　頼重秀一様

★出席報告（会員総数 29名）
例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1294 回 29 名 24 名 - 82.76%

1292 回 27 名 24 名  1名 92.59％

●ビジター
1.石川三義様：沼津RC

●欠席者(　5 名)

　久松　但、神尾栄一、永井克彦、名古良輔、　　

　山田和典

●他クラブへの出席者

　下原満知子(10/4　米山記念館) 名古良輔(10/8 米
　山記念館) 内田逸美(10/10 沼津柿田川RC) 　　　　
　鈴木和憲、重光　純(10/13 会長幹事会)　　　　　
　頴川ゆう子(10/17 北海道2500ロータリーEクラブ)
  
●スマイル報告
1.石川三義様(沼津RC)：久し振りのビジターです
　宜しくお願いします。沼津RCの例会場より、西RC
　さんの例会場の方が、職場の近くです。
2.本村文一：入会記念日のお祝い有難うございます
3.重光　純：本日のクラブフォーラム、宜しくお願
　いします。
4.鈴木良則：お久し振りです。宮島さん、本日のク
　ラブフォーラム、宜しくお願いします。
5.名古良輔：10/18(木)本日より、ベトナムへ出か
　けます。
6.芹澤貞治：今日は、良い天気ですね。
7.成田みちよ：遅刻してしまい、申し訳ありません。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 山本宜司

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　13号
2018年10月 18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　■■

■　クラブフォーラム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

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 1294回 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
　10月22日(月)→21日(日)　東京豊島RC交歓例会
　　　　　　　　　　　　　於：米山梅吉記念館
②沼津北RC
　10月23日(火)　移動例会（企業見学）
　　　　　　　　MU受付　11:30～12:30
　
2.連絡事項

①10/28(日)の地区大会のバスにご乗車なさる方は

　沼津駅北口ロータリーに6:20集合でお願いいたし

　ます。軽食の用意があります。

②11/8(木)の沼津4クラブ合同例会における送迎バス

　は、17:00沼津駅発のみであり原駅には参りません

　のでご注意ください。

         クラブフォーラム

　　

 米山梅吉記念館創立50周年記念式典について

　2019年9月14日（土）に米山梅吉記念館創立50周年

記念式典が行われます。

　実行委員会の組織は、トップに理事長・理事で構

成される記念事業委員会、総務委員会、記念式典委

員会、記念講演委員会、米山記念館委員会、懇親会

委員会、交通委員会、広報記録委員会の8委員会で組

織されます。

その中の式典委員会委員長を宮島、広報・記録委員

会委員長及び記念講演委員会副委員長を名古会員、

が仰せつかりました。従って、この3委員会に付きま

して沼津西クラブ会員の協力が必要となります。

まだ約一年先の話ですが、会員には地元地区が運営

する記念館の、重要な行事に対して意識を持ってい

ただきたく、この時期に説明の機会を頂戴しました。

　お配りした式典の資料は、35周年記念式典の資料

を参考に作成しました。記念講演などまだ決定して

いないところやこれから修正を必要とされるところ

も多々あり、人員配置も確定ではありませんが、式

典の流れを理解していただければと思います。

　IMやクラブ周年事業と同様、各委員会の中ではや

はり記念式典委員会は重要な位置を成します。また

当日は日本全国から約600名のロータリアンが集いま

すので、今までの静岡第3分区IMの倍の規模というこ

とになります。

会員の皆様にはこの重要度を理解していただき、緊

張感をもって望んで下さいます様お願い致します。

　最後に、8月のガバナー公式訪問の折、ガバナーか

ら50周年記念事業に伴い、記念館の増改築や設備施

設の更新など多くの資金を必要とする為、寄付金の

お願いをされていました。当クラブ会員には日頃よ

り記念館運営にご尽力をいただいており恐縮ではあ

りますが、この件もご理解下さりご協力いただけま

す様重ねてお願い致します。

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

永井（　③　）

下原（③）＋１

植松（③）＋１ 山田（③）＋１

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

久松(２，１) 神尾（2,1)＋1

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

杉山恵(②)＋１ 杉山真(③)＋１ 鈴木博(③)＋3 鈴木和(③)＋２ 鈴木良(2,免除) 田村( ③　)

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

山本(③)＋１ 例会出席％　90 . 48　　 　% 地区報告％  96 . 43　　%

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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　今日は、全米ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽで優勝した、大坂なおみ選

手について話してみたいと思います。

　選手として日本を選んだ大坂選手の意思を考えて

みると、「ほとんどアメリカで育っているのに、活

躍した時だけ日本人扱いするのはおかしいのではな

いのか」と言う意見だ。たしかに、これだけ大坂選

手が“日本人っぽくない”という部分が取り上げら

れ、騒がれる一方で、「日本人が優勝した」と喜ぶ

のは都合がいいように思える。

　しかし、重要なのは大坂選手自身が日本人として

出場することを選んだことです。

　大阪選手が自身のアイデンティティイについて、

どう思っているかはわからないが、少なくともテニ

スプレーヤーとしては日本人であること、ましてや、

自分がいいと思っていることでも、相手はコンプ

レックスに感じていることだってある。これは外国

人だろうが、ハーフだろうが、同じ国籍だろうが、

誰が相手でも同じなのです。

　そうなると改めて「人を見た目で判断するのはよ

くない、、、、」という話になる。そもそも、見た

目で“善し悪し”を考えたり、「らしい/らしくな

い」と判断すること自体がナンセンスなのだと思い

ます。

11月のプログラム

1296回 12:30
11月01日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 地区大会報告
会長・幹事他　理事会⑥　

1297回 18:30
11月08日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　　夜間例会　　
沼津4クラブ合同例会　　　　　　
クラブ管理運営委員会　

1298回 12:30
11月15日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　　　
ロータリー財団委員会　　　　　
エンフボルト・ボロルトヤ様

11月22日(木) 祝日週休会

1299回 12:30
11月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津市長　頼重秀一様

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

1295 回 28 名 24 名 - 85.71%

1293 回 27 名 22 名  4名 96.29%

●欠席者(　4名　)

 神尾栄一、永井克彦、成田みちよ、下原満知子

●他クラブへの出席者

宮島賢次(10/21,10/24　米山記念館)

芹澤和子(10/21　米山記念館)

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 山本宜司

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　14号
2018年 10月 25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　■■

■　クラブフォーラム④クラブ管理運営委員会 ■

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

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」

◆◆第 1295回 例会　会長挨拶◆◆



2

スマイル報告

1.本村文一：誕生日のお祝い有難うございます。

2,名古良輔、3.宮口雅仁、4.杉山真一:家族の誕生
　日のお祝いありがとうございます。

5.重光　純、6.鈴木良則：本日のクラブフォーラム
　宜しくお願いします。

7.名古良輔：ベトナム支援の旅に行ってきました。
　ご支援ありがとうございました。

8.内田逸美：私ども、株式会社マツザキ創業90年に
　ちなみまして、US90ドルスマイルします！円高の
　時に換金してください。

9.下田朗弘：遅刻して、すみません

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮RC
　10月29日(月)　富士宮西RCとの2クラブ合同夜間
　　　　　　　　例会　於：パテオン　　
②富士宮西RC
　10月26日(金)→29日（月）2クラブ合同例会
　　　　　　　　於：パテオン

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。

②10／28（日）の地区大会のバスにご乗車なさる方
　は、沼津駅北ロータリーに6:20集合でお願いいた
　します。軽食の用意があります。

       クラブフォーラム

　　
　　　
　 クラブ管理運営委員会　久松　但　委員長

　冒頭、今年度の親睦プログラムについて説明をし

ました。入会後の年数の短い会員も多いことから、

過去に実施した場所等についても紹介しました。

　その後、各テーブルにおいて日にち、場所、費用

負担等について話し合いをして頂きました。その後、

各テーブルから意見を頂きました。

主な、意見は以下のとおりです。

Ａ.家族例会の場合、平日よりも土日の方が参加し

やすく、また、家族の費用負担も少なくしてほしい。

Ｂ.6月のさよなら例会と7月の前年度会長・幹事慰

労会は、時期が近いので、一本化しても良いのでは

ないかと思う。

Ｃ.他のRCでは、9月に観月例会を実施しているとこ

ろもある。一方、花見例会はむしろ少ないような気

がする。

Ｄ.サラリーマン会員にとっては、別途費用負担を

するよりは、年会費に含めてもらった方が助かる。

Ｅ.5月の社会奉仕以外のプログラムや5月末は特に

懇親会等が無いので1泊旅行を考えても良いと思う。

Ｍ.他県のRCとの交流も良いと思う。また、伊豆長

岡だけでなく熱海なども考えても良いと思う。

　最近、親睦プログラムは固定されているので、新

たなプログラムを考えてもよいのかもしれません。

また、負担する費用を会費へ含めるのは、会費の増

額にもつながることなので、再度検討する必要があ

ると思います。




