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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

　今日は前にもお話した富士山のトリビアその２で

す｡

　富士山が火山であることは多くの人が知っている

事実ですね。でも活火山であることを知っている人

は少ないのではないでしょうか。以前、火山学上の

定義として、「活火山」「休火山」「死火山」とい

う識別がされており、この時点で富士山は「休火山

」という扱いでした。しかし、火山の長い歴史を考

えると，例え数100年火山活動がなくとも、いずれ活

動を再開する可能性があると判断した方が良いとの

気象庁の見解から、この定義が見直され、過去に噴

火活動の記録のある山は全て「活火山」と定義され

たことにより富士山はれっきとした活火山であると

の認識に改められたのです。有史以降、記録に残さ

れている富士山の噴火活動の中で､特に顕著なものが

2回あり。一つは貞観6年(864年)の「貞観噴火」｡こ

の時の噴火では北西部を中心に大量の溶岩を噴出､当

時「せのうみ」と呼ばれていた大きな湖を寸断し､新

たに西湖と精進湖を誕生させました。その長大な溶

岩流が冷えて固まった後に出来たのが、現在の青木

ヶ原樹海です。もう一つが宝永4年(1707年)の「宝永

噴火」。この時は江戸でも日中灯りを灯さなければ

ならないほど大量の火山灰を降らす激しい噴火で、

南東の山腹に宝永火口が誕生したのです。この宝永

噴火を最後に、富士山は300年以上沈黙を守っていま

す。

「300年もの長い間噴火しないのだから、もう噴火は

しないのでは、・・・」と考えてしまいがちですが､

火山の長い一生から見れば、300年というのはほんの

一休みくらいの期間でしかありません。富士山は過

去の歴史上何度も噴火を繰り返してきました｡その間

には､350年以上活動を休止していた期間もあります｡

たかが300年ほどの休止期間で「富士山はもう噴火し

ない」と判断するのはあまりに楽観的なのですね。

　今日、雄大で美しい富士山を見ることができる私

たちは幸せですね。しかし、いつ噴火してもおかし

くないということも事実です。常に念頭におき注意

深く観察することも大事かもしれませんね。

11月のプログラム

1301回 12:30
12月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
タジマコンサルタント田嶋秀雄様　
理事会⑦

1302回 18:30
12月22日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クリスマス家族
例会　クラブ管理運営委員会
夜間例会　曜日変更

12月27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 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1300 回 29 名 27 名 -  93.10％

1298 回 28 名 21 名 4名  89.28％

●欠席者( 2名)

　内田逸美、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　内田逸美(11/28　長泉RC)　　　　　　　　　　　

　久松　但(12/05　沼津柿田川RC)

●スマイル報告

1.久松　但：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

2.重光　純、3.鈴木良則：本日のクラブ協議会、宜

　しくお願いします。

4.名古良輔：12/2お伊勢さんマラソンに息子と共に

　完走しました。本当に疲れました。

5.鶴田龍聖：先週、欠席致しました。

6.永井克彦：申し訳ございません。来週欠席します｡

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 渡邊勝也

◆◆第 1300 例会　会長挨拶◆◆

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」

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 19号
2018年 12月 06日

■■　本日のプログラム　■■

■クラブ協議会③　下期活動計画 ■



2

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士山吉原RC

　12月13日(木)　忘年家族会　MU受付　11:30-12:30

②沼津北RC

　12月11日(火)　夜間例会　MU受付　11:30-12:30

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。
②2/24(日)のIMの出欠席をご記入下さい。登録締切
　りが、12/15(土)ですので次週までにお願いします。

ク　ラ　ブ　協　議　会

　重光　純　幹事

　本日のクラブ協議会では、下期の各委員会の活動

計画についての報告が行われました。

　最初に、クラブ管理運営委員会の久松但委員長か

ら、プログラム、出席及び親睦についての各活動計

画の報告がなされ、親睦活動の開催日と開催場所の

予定についての報告がありました。

　続いて、公共イメージ向上委員会の神尾栄一委員

長から、会報、広報及び雑誌に関する各活動計画の

報告があり、その中で、新たな広報活動として

Facebookを開始する予定であり、会員各位の意見を

寄せてもらいたいとの要請がありました。

　次に、会員増強維持委員会の宮島賢次委員長から、

下期の活動計画として、最低目標である30名への会

員増強に対する意欲と、9月10月のテーブルチームで

の候補者推薦を継続してもらいたいとの要望が示さ

れました。今後も例会への友人同伴が期待されます。

奉仕プロジェクト委員会の鈴木博行委員長からは、

各種奉仕についての活動計画が報告され、インター

アクトに関する活動計画についても併せて報告があ

りました。

　さらに、ロータリー財団委員会の芹澤和子委員長

から、下期の活動計画に加えて、次年度の米山記念

奨学生の世話クラブに応募する意向があることが示

され、次年度の米山梅吉記念館の創立50周年記念祭

の準備及び参加に対する会員の協力が求められまし

た。

　最後に、S・A・Aの土屋昌之君から、下期において

も、上期と同様にスムーズな例会運営と会員相互の

親睦を図りたいとの意欲が示されました。

　今後も円滑なクラブ運営に対する会員の皆様のご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　鈴木会長・重光幹事

各委員長の下期活動計画を聞く会員の様子

ゴルフ同好会　第２回定例会

　 12月9日(日）にらやまカントリークラブにて

　2018-19年度第2回定例会を開催致しました。
11名の皆様にご参加していただきました。優勝は新
会員の下田朗弘君でした。おめでとうございます。
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　今日は、アメリカの政治家で元国務長官のヒラ

リークリントンについて話してみたいと思います。

彼女自身2度目の大統領選でトランプ氏と一騎打ち

をしましたが、激戦の末敗れてしまいました。 選

挙後､急激に衰えてしまったともいわれているヒラ

リーさんですが､もし当選していたら史上初めての

女性大統領としてﾊﾞﾘﾊﾞﾘにやっていたんでしょうね。

　彼女のプロフィールは本名ヒラリー・ローダム・

クリントンで1947年10月26日(71歳)アメリカ・シカ

ゴの出身で身長約174cm、血液型はB型、所属政党は

民主党。

ヒラリークリントンさんのご両親はシカゴで洋服屋

さんをやっていたそうです。政治家の家系ではな

かったんですね。

　ヒラリーさんは小さな頃から活発でテニスやバ

レーなどのスポーツをやっていたそうです｡政治に

は早くから興味を持ち当初は共和党員として活動し

ていました｡しかし共和党の政策に疑問を持ち1968

年以降は民主党支持に変わります｡イエール･ロー･

スクールで法律を学んだ後に弁護士となり活躍した

そうです｡ロースクールでは法律が子供に与える影

響について多くを学んだそうです｡上院議員になっ

たのは2001年でした｡弁護士であるヒラリーさんは

主に青少年の保護に関する法律制定に尽力しまし

た｡2008年には大統領選に出馬しますが､結果的に撤

退することになり､選挙には多額のお金がかかり10

億円以上のお金を返済していくことになったそうで

す｡やっぱり出馬ってすごいお金がかかるんです

ね｡2009年からオバマ大統領の元で国務長官を務め

ました｡2013年の退任時にはオバマ大統領から感謝

の言葉を贈られたのでした。経歴が凄いですよね。

　最後にヒラリーさんの名言の一つを紹介しましょ

う。

ヒラリーさんの故郷で元恋人に手を振った際、夫が

発した「あの男と結婚していたらこの田舎でガソリ

ンスタンドやっている彼の奥さんになってたんだろ

うね。」という言葉に対して「何言ってるのよ。私

と結婚していたら、あの男が大統領になっていたわ

よ。」と究極の返しがあったそうです。

12月のプログラム

1302回 18:30
12月22日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クリスマス家族
例会　クラブ管理運営委員会　　
夜間例会

12月27日(木) 裁量休会

1月のプログラム

01月03日(木) 裁量休会

1303回 18:30
01月10日(木)

ヌーヴォサンス　新年会　クラブ
管理運営委員会　移動例会　
夜間例会

1304回 12:30
01月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男・年女の抱
負　亥年生まれ会員（5名）     
理事会⑧

1305回 12:30
01月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会④
上期活動報告 会長･幹事･各委員会

1306回 12:30
01月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤　ロータリー財団委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

1301 回 29 名 27 名 - 　93.10%

1299 回 29 名 26 名  2名 　96.55%

●ゲスト
1.タジマコンサルタント田嶋秀雄様

●欠席者(2名)
　頴川ゆう子、永井克彦

●他クラブへの出席者
　内田逸美(11/14　東京世田谷RC)
　鶴田龍聖(12/4　伊豆中央RC)　
　成田みちよ、内田逸美(12/11　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 渡邉勝也

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　20号
2018年 12月 13日

◆◆第 1301 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　■■

■外部卓話　タジマコンサルタント田嶋秀雄様　■
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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.宮島賢次：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
　います。
3.下原満知子：入会記念日のお祝いありがとうござ
　います。
4.鈴木和憲、5.重光　純、6.鈴木良則、7.田村治義：
　田嶋様、本日の卓話、宜しくお願い致します。
8.A.Bテーブル：12/6テーブル会残金です。
9.芹澤和子：所用につき、早退させていただきます。
10.下田朗弘：来週、欠席します。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①沼津RC
　12月21日(金)　夜間例会　忘年家族会
　MU受付　11:30～12:30　沼津リバーサイドホテルにて
②長泉RC
　12月19日(水)　夜間例会（クリスマス家族例会）
　MU受付　10:30～12:30
③裾野RC
　12月14日(金)→15日(土) 移動例会
　クリスマス家族例会　MU受付　10:30～12:30
④沼津柿田川RC
　12月19日(水)→22日(土)へ移動（サインMU有り）
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12/20(木)は、22(土)に例会日変更で、ニュー　
　ウェルサンピア沼津にて、クリスマス夜間例会です。

理　事　会　報　告

1,報告事項
　前回理事会で承認された10月27日(土)地区大会バス
　交通費（会長・幹事・研修リーダー）につき、沼津
　RCより請求があったので支払います。
2,協議事項
①1月度プログラムの件　クラブ管理運営委員長　
　久松　但君
　提案のとおり承認
②1・2月の席次表の件　SAA　土屋昌之君
　提案のとおり承認
③地区職業奉仕セミナー（1/26　ぴゅあ富士）の交通
　費支給の件
　会長と鈴木博行奉仕プロジェクト委員長が参加。　
　会長の車で同乗することから会長に交通費として支
　給することを承認
④クリスマス家族例会における寄付の件　奉仕プロジ
　ェクト委員長　鈴木博行君
　寄付を集めることを承認。
　寄付先については米山奨学会に対する寄付に充てる
　ことを含めてさらに検討する。
⑤FACEBOOKの件　公共イメージ向上委員長　
　神尾栄一君
　フェイスブック運用規程について会員の意見を求め
　運用開始の方向で検討を進める。

外　部　卓　話

タジマコンサルタント　田嶋秀雄　様

貴重な卓話の時間をいただき､ありがとうございました｡

　突然ですが､皆様の会社の社員さんは「会社の経営理

念」をご存知ですか?管理者の方は､部下を「理念の実

現」に向けて導いていますか?当社は何のために商品･

製品･サービス･機能を販売しているのか?全社員が知っ

ていますか?これは企業が経営者と社員が一体となって

事業を展開する時の“基本中の基本”です｡ここを温(

ぬる)くしてしまうと､いわゆる“言ってることと､やっ

てることが違う会社”になってしまいます｡

　さて､今日は「現場力」の話です｡現場力とは何か?　

タジマ教室ではこれを「現場の問題を､現場の社員が､

現場で解決し､その効果を現場に還元することのできる

力」と考えています｡問題はこれをどうやって実践して

いくかです｡今､環境は変化しています｡今まで経験した

ことのないような変化もあります｡人口減少､市場縮小､

労働力不足等々､今までのやり方では対応しきれない変

化もあるでしょう｡このような局面をどうやって乗り越

えていくか?社長の孤軍奮闘にも限界があるとすれば､

そこはやはり現場を直接担当される社員の力を従来以

上に活用することではないでしょうか！　現場を直接

担当する社員だからこそ気付く現場の問題点･改善点！

これらの気付きや発見､アイデア､知恵を集約し､一つの

“やり方”に組み立てる｡この実践に向けてタジマ教室

では「現場力向上会議」を提唱しています｡社員の皆さ

んがバラバラに持っている知恵や改善策を､会議の場を

通じて「実践可能な施策」に組み立て､社長の了承のも

とで取り組んでいくことは､その先にある売上､収益に

少なからず効果が期待できるものと考えます｡

加えて､この会議を継続開催することは､社内のコミュ

ニケーションや一体感づくりにも波及効果があります｡

そしてその延長線上に冒頭で申し上げた「理念の実現

」があるものと考えます｡御社でも取り入れられること

をお勧めいたします。

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

永井（　④　）

下原（２，１）

植松（　④　）

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

久松(２，２) 神尾（　④　)

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

杉山恵( ３　) 杉山真(　④　) 鈴木博(　④　) 鈴木和(④)＋１ 鈴木良(3,免除) 田村(　④　 )

土屋(　④　) 鶴田(２、２) 内田(3,1)＋１ 渡邉勝(　３　) 渡邉亀(3,免除) 山田(　④　)

山本(　３　) 例会出席％　 　85 . 96　　% 地区報告　　92 . 98　　%

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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 皆さん今晩は、本日は沼津西ロータリークラブの

クリスマス例会にようこそいらっしゃいました。短

い時間ですが、楽しんでいってもらいたいと思いま

す。

　今日は、日々の雑学よもやま話をしたいと思いま

す。日本では結婚式は「教会」で行い、子供が生ま

れたら「神社」にお宮参り、そして亡くなったら「

お寺」でお葬式。外国人が聞いたら、どの宗教を信

じているのですか？と、首をひねるかもしれません

ね。しかし、日本人にとっては当たり前のことです

。なぜなのでしょうか？

日本人は昔から、外国の文化を受け入れて、日本人

向けにアレンジするのがうまかったといえます。宗

教行事もそれと同じと考えてもいいでしょう。

　例えば、「クリスマス」…クリスチャンでない人

もケーキを買ってツリーを飾り、プレゼントを交換

します。これらは欧米の習慣に習ったと思いがちで

すが、生クリームやイチゴでデコレーションされた

ケーキやチキンを食べるのが定番なのは、日本だけ

だといわれています。12月25日ではなく、24日の「

クリスマスイブ」が「本番」のごとく盛り上がるの

も、日本ならではないでしょうか。恋人とデートす

る日と思い込んでいる向きも多いかもしれませんが

、欧米では家族で過ごすのが主流です。

　このように、本来は宗教行事であっても、日本流

にアレンジされていく過程で宗教色がどんどんなく

なり、宗教とは関係のない「イベント」として独自

の変化を遂げてきた例は多いものですね。

1月のプログラム

01月03日(木) 裁量休会

1303回 18:30
01月10日(木)

ヌーヴォサンス　新年会　クラブ管
理運営委員会 移動例会 夜間例会

1304回 12:30
01月17日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　年男・年女の抱
負 亥年生まれ会員（5名）理事会⑧

1305回 12:30
01月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 　クラブ協議会④
上期活動報告 会長・幹事・各委員
会

1306回 12:30
01月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤　ロータリー財団委員会

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
1302 回 28 名 21 名 -  75.00％

1300 回 29 名 27 名 1名  96.55％

●ゲスト

　1.松本英教様：加藤学園IAC顧問

　2.酒井諒司様：加藤学園IAC会長

　3.田村涼葉様：加藤学園IAC副会長

　4.野秋里緒菜様：加藤学園IAC副会長

●欠席者( 7名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、宮口雅仁、本村文一、　

　永井克彦、下田朗弘、杉山恵嗣

●他クラブへの出席者

　内田逸美(12/14　裾野RC)　

　本村文一、内田逸美　(12/21　沼津RC)　

　内田逸美(12/20　東京中央RC)

 　　　　

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 渡邉勝也

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　21号
2018 年 12月 22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　■■

■ クリスマス家族例会　クラブ管理運営委員会 ■

◆◆第 1302 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
　います。
2.芹澤貞治：一年間、お世話になりました。
3.名古良輔：会長・幹事さん、前期、ご苦労様でし
　た。
4.宮島賢次：メリークリスマス。会長・幹事、半年
　お疲れ様でした。
5.久松　但：15年ぶり、サンタです。
6.鶴田龍聖：楽しい一夜をお願いします。
7.鈴木和憲、8.重光　純、9.渡邉亀一、10.井上武雄、
11.植松　正、12.芹澤和子、13.杉山真一、14.成田
みちよ、15.土屋昌之、16.下原満知子、17.渡邉勝也、
18.山本宜司：メリークリスマス！

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC
　12月28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
　01月04日(金)　祝日週休会　＊MU受付なし
②富士宮RC
　12月24日(月)　休会
　12月31日(月)　休会
③富士山吉原RC
　12月27日(木)　特別休会　MUは無し
④沼津北RC
　12月25日(火)　祝日週休会　MU受付　11:30-12:30
⑤長泉RC
　12月26日(水)　特別裁量休会
⑥裾野RC
　12月21日(金)　通常例会
　12月28日(金)　特別裁量休会
⑦沼津柿田川RC
　01月02日(水祝)　休会　サインMU無し
　01月09日(水)　夜間例会　サインMU有り
⑧新富士RC
　01月08日(火)　新年例会

2.連絡事項

①次週12/27は裁量休会、次々週1/3は祝日休会です。
②1/10(木)は、ヌーヴォサンスにて、18:30より　　
　新年例会です。
③1/24の上期活動報告の原稿を、1/10までに事務局
　に提出してください。
④理事会報告のとおり、今年の寄付金の使途につい
　て会員各位のご意見を伺いたいと思います。

ク　リ　ス　マ　ス　家　族　例　会

　　　　　司会　　井上　武雄　君
　　　　　　　　　山本　宜司　君

　　　　
　　　　　　アトラクション（演奏）
　　ホベルト・カサノバ＆ミカ・ダ・シルヴァ様　
　　　　　　　

　　　　　　　　各テーブルの皆様

　　
　　　
　　　サンタ役の　　　久松　　但　君
　　　　　　　　　　　内田　逸美　君




