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 皆さんあけましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い致します。

　早いもので、2018-19年度の会長職を引き継いで

から半年が過ぎました。今年度のIR会長のバリーラ

シン氏のテーマは「インスピレーションになろう」

です。そして、私はクラブテーマを｢Now try 

something new何か、新しいことに挑戦しよう｣と致

しました。

　昨年は、公共イメージ委員会の神尾君の計らいで

ボイスQ（エフエムみしま・かんなみ）に20分間の

生放送に出演することが出来、ロータリークラブの

紹介やポリオの撲滅キャンペーンについて話をする

ことが出来ました。また、会員増強委員会ではお二

人の新入会員を増やすことが出来ました。また、ロ

ータリーとは別ですが、個人的には、昨年11月末に

異業種の事業主8社で協同組合を立ち上げ、介護用

品・住環境の技術研究及び販売の代表理事として今

年から本格的な活動を開始いたします。そして

、2019年は米山記念奨学生の「世話クラブ」及び「

カウンセラー」を当クラブで初めて引き受けたいと

準備をしております。

　新年に当たり、これまで私を補佐してくれた重光

幹事や理事・各委員会の人たちに感謝するとともに

、会長職の残り半年間を精一杯努めたいと思います

ので、これからもなお一層のご協力をお願いいたし

ます。

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
1303 回 28 名 23 名 -  82.14％

1301 回 29 名 27 名 0名  93.10％

 ●ゲスト

　1.小林明憲様：明治安田生命　沼津南営業所長

●欠席者( 5 名)

　頴川ゆう子、宮口雅仁、名古良輔、下田朗弘、

　内田逸美

●他クラブへの出席者

　成田みちよ、内田逸美(12/26　沼津北RC)

　下田朗弘(1/9　沼津柿田川RC)　

  名古良輔(1/9　eClub  ONE) 

　鈴木博行、田村治義(1/10　IAC例会)

　　　　　　　　　

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

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
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● 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　■■

■ 新年会　ヌ－ヴォサンス ■

◆◆第 1303 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.野際宏行様(沼津RC)：新年あけましておめでとう

　ございます。本日は、ありがとうございます。本

　年も宜しくお願い申し上げます。

2.鈴木和憲、3.重光　純、4.芹澤貞治、5.鈴木博

　行、6.本村文一、7.宮島賢次、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.渡邉

　勝也、16.永井克彦、17.山本宜司、18.山田和典

　：明けましておめでとうございます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC

1月22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

及び協議資料の提出をお願いします。

②1/24の上期活動報告の原稿を、本日中に、事務局

に提出してください。

　　　　　　　新　年　会

　
　本日の司会を担当された本村さんと下原さんです

芹澤さんの挨拶と鈴木博行さんによる乾杯の発声

　　　　
　　　　　　　各テーブルの皆様

　　　　　二胡楽団　R風(アールフー)
　　　

　　　
植松さんの挨拶で締めくくられました
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 本日の話は、昨年の12月10日ノーベル賞授賞式が、

スエーデンの首都ストックホルムで開かれ、医学生

理学賞に本庶佑（ホンジョタスク）京都大学特別教

授(76)がスエーデン国王からメダルと賞状が授与さ

れました。授与式では男性は洋装の礼服であるえん

び服をきるのが通例ですが、本庶さんは、「日本で

研究をしてきた」との思いを込め、羽織袴姿で出席

したそうですが。和服でのぞむのは、1968年に文学

賞を受賞した川端康成以来半世紀ぶりだそうです。

　本庶さんの受賞は、病気から体を守るしくみであ

る免疫を利用した新しい治療法の実用化に道を開い

たことが評価されたものです。授賞式の晩餐会で本

庶さんは、この治療法が「地球上の全ての人に広く

行き渡ることを心から願っています」とスピーチさ

れ、盛んな拍手を浴びたそうです。

 ところで、世界で最も栄誉ある賞のひとつといわ

れる「ノーベル賞」、ノーベル財団より発表される

受賞者リストには、国籍は記載されず、受賞者の出

生地が記載されますので、このランキングは出生地

で順位付しています。2018年までの出生地別ノーベ

ル賞受賞者ランキングを見ると、受賞者が最も多い

のはアメリカで271人、次いで2位がイギリスで87人

、3位がドイツの82人となっています。日本は留し

あと並んで26人となり、6位でした。以下は19人の

イタリア、カナダが続きオランダの18人がTOP10に

ランクインしています。中でも物理学賞受賞者数は

アメリカ、イギリス、ドイツ、についで4位、化学

賞は5位入力ランクされます。すごいですね。

しかし平和賞に関しては、1人でTOP10内で8位の最

低でした。この平和賞受賞者は、1974年に佐藤栄作

氏が非核三原則を提唱し受賞したものです。

1月のプログラム

1305回 12:30
01月24日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑤　ロータリー財団委員会

1306回 12:30
01月31日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 　クラブ協議会④
上期活動報告 会長・幹事・各委員
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
1304 回 29 名 24 名 -  82.76％

1302 回 28 名 21 名 1名  78.57％

●欠席者( 5 名)

　頴川ゆう子、久松　但、神尾栄一、山田和典、

  渡邉勝也 

　

●他クラブへの出席者

　久松　但(1/15　沼津北RC)

●スマイル報告　　　　　　　　　

1.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます
2.田村治義：入会記念日のお祝いありがとうござい
　ます。
3.内田逸美：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
　います。主人が感謝しておりました。正月早々、
　ありがとうございました。
4.鈴木和憲：今年は、年男です。宜しくお願いしま
　す。
5.重光　純：亥年会員の皆様、卓話宜しくお願いし
　ます。
6.鈴木良則：明けましておめでとうございます。今
　年も、宜しくお願いします。
7.名古良輔：今年も、よろしくお願いします。
8.田村治義：年男の抱負をさせて頂きます。
9.鶴田龍聖：皆様、本年もよろしくお願い致します
10.永井克彦：すみません。来週欠席いたします。
11.成田みちよ：所用につき早退させて頂きます。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 永井克彦

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　23号
2019年 01月 17日

◆◆第 1304回 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　■■

■ 年男・年女の抱負　亥年生まれ会員 ■　
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　幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC

　1月22日(火)　夜間例会　MU受付　11:30-12:30

②裾野RC

　1月18日(金)→16日(水)　移動例会　

　MU受付 10:30-12:30

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

くお願い致します。

理　事　会　報　告

協議事項

①2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月度プログラム変更の件

　クラブ管理運営委員長　久松　但君

　1/24と1/31のプログラムを入れ替えることを承認

③静岡第2グループIM（2/24）の登録の件

　29名全員が出席登録することを承認

④2019年度米山記念奨学生「世話クラブ」及び「カ 

　ウンセラー」引き受け希望アンケ－トについて

　1/24のクラブフォーラムにおいて会員の意見を確

　認したうえで、引き受け可能と回答する事を承認

年男・年女の抱負

　　　　　　　　
　　　　　　　　　内田逸美君

 

　皆様、ごきげんよう。内田逸美でございます。 

　昨年は、私ども株式会社マツザキ創業90年を迎

えまして、日本商工会議所様より創業記念をいた

だきました。こうなりますと、あちらこちらの友

人より次は100年と！実にありがたい年賀状をいた

だきました。今年自分の干支亥年に、創業91年目

が始まります。

　今までは私を含め4代で歩んできましたが、ここ

から先100年にかけては、私が舵を取らなければな

りません。今まで先人達のかけた暖簾の内側にい

たのですが、今度は自分自身が暖簾を外にかけて

いかなければなりません。昨年息子が日本歯周病

学会認定医になりました。今年より、新しくメデ

ィカル部門を広げようと思っております。 

　仕事がうまくいっても“自分の才能と思わない。

お得意様があればこそ”。先人達の言葉を胸に初

心に帰り、亥年であれば、可愛い“うり坊”とな

って、猪の直進する習性のごとく、何事も引き下

がる事なく恐れる事なく前向きに健康に100年に向

かい歩もうと思います。あらためまして、本年も

よろしくお願いいたします。

永井克彦君

　私が生まれたのが1959年ですから、これまでの

人生において、昭和と平成を夫々30年ずつ過した

事になります。振り返ってみると、私自身がこの

世に生を受けた年は私にとっては最初の変革点で

あり、富士宮での合宿研修で幕を開けた平成元年

には、二人の子供を授かり、公私において大きな

変革の年でした。そして新しい元号を迎える今年

も変革の年となりそうですが、先ずは健康管理を

確りやろうと言うのが還暦を迎えた私の抱負であ

ります。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　鈴木和憲君
 

　私は1947年5月29日の亥年生まれです。一般的に

は、亥（猪）年生まれの性格は、独立心が旺盛で

、義理人情に厚く、人に頼まれると自分のことの

ように親身になって世話をします。また、困った

人や気の毒な人を見るとほっておけない性格です

。この干支、の人は、非常に正直で､嘘を付けませ

ん。また、日常生活は質素で、お金があっても贅

沢はしないということだそうです。

　又、八白土星で亥（いのしし）年生まれの性格

は、バイタリティに溢れ、決断力が非常にたけて

いるため、何事でも「決めたらすぐ実行」で一人

でも突っ走っていくタイプだそうです。しかし、
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自分は若干違います。何事にも慎重で、石橋も叩い

て渡るほうかもしれません。反面新しいことには非

常に興味を持つ面を持っています。特に最近ではAI

やIoT等にはそうですね。そんな私の今年の抱負は

、「Now try　something New」2018-19年度の最初

の会長挨拶で申し上げたクラブテーマの仕上げの半

年になります。下期は奨学生の世話クラブとして皆

様のご協力が欠かせません、カウンセラーについて

は私が責任をもって挑戦したいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

　そして、今年は一か月に一回は夫婦で山に登ろう

と思っております。今までは、結構高い八ヶ岳や白

馬岳､涸沢カール、瑞牆山等を毎年登っていました

が、低くても手軽に登れる山をと思っております。

まず手始めに函南町にあるに日守山(標高191m)に行

ってきました。ゆっくり景色を楽しみながら往復約

1時間弱のコースでした。健康と体力に気を付け乍

らの今年最初の1座でした。

　　　　　　　　　 田村治義君

　団塊の世代、第一次ベビーブームの走りに生まれ

て、あっと言う間に6回り目の年男を迎えました。

公務員として34年間勤務の後、財団法人に9年余勤

務、そして現在の会社に9年半、この3月で53年間の

サラリーマン人生となりますが、振り返りますと地

道にこつこつの人生であったかと思います。

　1月12日に沼津西RCに入会して7年間経過致しまし

たが、これからも健康に留意しながら、来年7月24

日のオリンピック開会式そして再来年5月30日に植

松年度で迎える創立30周年まで現役で過ごせるよう、

引き続き地道にこつこつ努力して参りたいと思いま

す。

　　　　　　　　
　　　　　　　鶴田龍聖君

　皆様、「八白土性巳亥(はっぱくどせいきのとい)

」の年を迎えまして、改めまして、おめでとうござ

います。

「亥」年生まれの本年の抱負についての、心生きを

200文字の中にてと言う事で有りますが、中々短文

字では、難しい事で有ります。

私は昭和10年2月4日の早生まれ年で、昭和9年の方

と同級生で在りまして、一年遅れの育ちで、今以っ

て同窓の方に比べて一年遅れて苦渋致して居ります

　性格は、昭和9年生まれの「戌(いぬ)」の慎重型

と、昭和10年の「亥(い)」の突っ走と両面ある様に

感じて居ります。

　85歳になって本年の抱負と言う事ですが、敢えて

、申しあげますと、「一日一日を意義有らしめて」

「感謝」や「思いやり」「慈しみ」の心で過ごさせ

て頂きたいが、私の日々の抱負で有ります。

「貴重な時間で有りますので、一言、申し添えます

と「亥(い)」は「核(かく)」と言う象形文字の右片

から出来ていると伝えられており、「突っ走る」「

爆発」壊れても必ず立ち上がるの意味が含まれてい

る様に、例えばタンポポの種が飛んで必ず芽を出す

の意とされている「亥年」の方は、「努力家とか頑

張り屋」さんとの評です、頑張りましょう。

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

永井（　１　）

下原（　③　）

植松（　③　）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

久松(　③　) 神尾（　２　)

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

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

土屋(　③　) 鶴田(　③　) 内田(2,1)＋5 渡邉勝(　２　) 渡邉亀(　③　) 山田(　③　)

山本(　③　) 例会出席％　 　87 . 21　　% 地区報告　　89 . 53　　　%

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、日野原重明氏について、話をします。

氏は1911年10月4日生まれで105歳の生涯でした。

山口県出身の医師で聖路加病院理事長。患者参加

の医療や医療改革に向けての提言、終末医療の普

及や「成人病」に替わる「生活習慣病」という言

葉を提言するなど、医学・看護教育の維新に尽力

したしたことで知られる人物であり、2001年12月

出版した「生き方上手」が120万部以上のベスト

セラーを記録し、広く世間に知られるようになる。

1993年に勲二等瑞宝章、2005年に文化勲章を受章。

日本ユニセフ協会の大使にも任命されている。お

もな著書には、「生きているだけで100点満点、

99歳の僕から君たちへ」「働く、社会で羽ばたく

あなたへ」「旅での人と自然との出会い」「いの

ちの絆ストレスに負けない日野原流生き方」「道

は必ずどこかに続く」「人生を輝かせる１０のお

話」「95歳からの勇気ある生き方」「人生、これ

からが本番、私の履歴書」「私が人生の旅で学ん

だこと」「生きることの質」「いのちの器、人生

を自分らしく生きる」など等多数あります。

　日野原重明の名言集を一つを話しますと、

　人間にとって最も大切なものは命の長さだと思

っている人は多い。

 しかし、私が出会った人を振り返ってみてその

人の命が素晴らしい命だと思える人においては、

ごく少数の例外はあるにせよ命の長さはあまり問

題ではない。

1月のプログラム

1306回 12:30
01月31日(木)

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

2月のプログラム

1307回 12:30
02月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ
下田朗弘君・杉山恵嗣君　理事会⑨

02月14日(木) 祝日週休会

1308回 13:00
02月24日(日)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM
沼津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ移動例会　曜日変更

1309回 12:30
02月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

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
1305 回 27 名 23 名 -  85.19％

1303 回 28 名 23 名 2名  89.29％

●欠席者( 4 名)

　井上武雄、神尾栄一、永井克彦、成田みちよ

●他クラブへの出席者

　内田逸美(1/18　裾野RC)

　成田みちよ(1/22　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 永井克彦

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　24号
2019年 1月 24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　■■

■クラブフォーラム⑤　ロータリー財団委員会 ■

◆◆第 1305 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告　　　　　　　　

1.植松　正、2.下原満知子：誕生日のお祝いあり

　がとうございます。

3.田村治義、4.渡邉勝也、5.山田和典：家族の誕

　生日のお祝いありがとうございます。

6.杉山恵嗣：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　ざいます。結婚して41年経ちました。とり、え

　ず、生活しています。

7.重光　純：本日のクラブフォーラム宜しくお願

　いいたします

8.内田逸美：年女の私のかわりに、2月3日節分に

　三島大社様で、豆まきを主人がします。お時間

　のある方、福豆ひろいに、おいで下さい。

9.頴川ゆう子：長らくお休みして、すみません。

10.山田和典：先週、欠席させていただきました

　本日、所用につき、早退いたします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

  なし

2.連絡事項

①下期の会費を1月31日までに納入されますよう

　お願いいたします。

　　　　クラブフォーラム

　　　ロータリー財団委員会

　　　     ロータリー財団委員会
　　　　　　 芹澤和子委員長　
　

本日のクラブフォーラムは、

①世話クラブ、カウンセラー引き受けの新規事業

についてと

②地区補助金の使い方についての2件の議論をい

たしました。

①世話クラブ、カウンセラー引き受けについて

　議論に入る前に鈴木会長より世話クラブ、カウ

ンセラーの引き受けの表明をしていただき、芹澤

による手続き及び引き受け後の世話クラブで行う

事、カウンセラーが行うことの説明をしました。

世話クラブ、カウンセラーはアンケートで引き受

け可能の意思表示をしても引き受けになるかわか

らない上での議論でしたが、鈴木会長の（いま、

新しいことに挑戦しよう）スローガンと会長の強

い意志で引き受け可能とのアンケート提出となり

ました。

②地区補助金の使い方について

　地区補助金の使い方小学生サッカー大会の現状

説明と今後の課題を久松さんによる説明をしまし

た。

　その中で大会日数を二日間で完結して、今まで

はサッカー大会を地区補助金制度や当クラブがサ

ッカー大会を支援しているとの認識はありますが、

大会運営に関わった会員は少数で今後は会員が運

営にかかわる意見も今までにありましたので、会

員参加型の議論いたしました。

　会員参加の活動内容は、受付、テント張り、試

合後の清掃を小学生と共に行う事でした。

今後については当面サッカー大会への支援を継続

せざるを得ないものの、運営方法、会員の参加な

どは議論が必要であるとの認識が共有されました。
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 　本日は、二重国籍を持つ大坂なおみが日本登

録で出場し、「日本人」として初の快挙を成し遂

げましたが、その理由について話してみたいと思

います。

　2013年5月の東レ･パンパシフィック大会の時、

日本テニス協会の代表コーチが、日本登録で出場

していた選手をこまなくチェックし予選1回戦で

破れたが、一人の初めて見る選手に、目が釘付け

になったのが15歳の大坂で、その時以来日本に来

たときは、地道な支援を続けてきた日本テニス協

会のことを忘れてはならないと思います。

 

 大坂は米国テニス協会の多くの大会に出場して

いるが、目立った成績は残しておらず､米国では

完全に埋もれた存在だったそうです。大坂一家は

米国協会に支援を申し込んだが、大して取り合っ

てもらえなかったという。しかし大坂が16年全豪

で予選を勝ち上がり本戦で3回戦に進むと、米国

協会は強烈なアプローチを仕掛けてきて、日米の

争奪戦の勃発が始まり、米国は女子代表監督が自

ら乗り出し、多額の支援を約束したと伝えられて

います。だが大坂の父フランソワさんは、無名の

時から娘を支援し続けてくれた日本の恩義を尊重

したのだそうです。だからこそ、今でも大坂は日

本登録で出場し、「日本人」として出場し続けて

いるそうです。

　今後も､大坂なおみの活躍や日本を恩義に思う

家族に大きな声援を送りたいと思います。

2月のプログラム

1307回 12:30
02月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ
下田朗弘君・杉山恵嗣君　理事会⑨

02月14日(木) 祝日週休会

1308回 13:00
02月24日(日)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM
沼津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ移動例会　曜日変更

1309回 12:30
02月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑥
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

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
1306 回 29 名 20 名 -  68.97％

1304 回 29 名 24 名 2名  89.65％

●欠席者( 9 名)

　頴川ゆう子、久松　但、井上武雄、永井克彦、

　芹澤和子、下原満知子、杉山恵嗣、土屋昌之、

　鶴田龍聖

●他クラブへの出席者

　久松　但(1/25　沼津RC)

　内田逸美(1/25　東京南RC)

　宮島賢次(1/26　米山梅吉運営委員会)　

　鈴木和憲、鈴木博行

          (1/26　地区職業奉仕セミナー)

　山田和典(1/29　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 永井克彦

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　25号
2019年 1月 31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　■■

■クラブ協議会④ 上期活動報告 ■

◆◆第1306 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告　　　　　　　　

1.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございま

　　　　　　す。

2.鈴木和憲：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

　　　　　　います。

3.重光　純：本日のクラブ協議会、よろしくお願

　　　　　　いいたします。

4.鈴木良則：上期活動報告を、宜しくお願いしま

　　　　　　す。

5.名古良輔：インフルエンザを乗り越えて、月

　　　　　　100キロ走りました。連続47ヶ月、

　　　　　　目標達成です。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

  なし

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します。

②次週2/7(木)は、17:00よりインターアクト例会

　が開催されます。

 クラブ協議会④　上期活動報告

幹事　重光　純

本日のクラブ協議会では、上期の事業報告が行わ

れました。

　最初に、クラブ管理運営委員会の植松正副委員

長から、プログラム（21回の例会を開催したこと

等）、出席（メークアップを奨励したこと等）及

び親睦（各親睦活動の内容）についての活動報告

がなされました。

　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、広報及び雑誌並びに世界ポリオ

デー・プロジェクトに関する各活動報告がありま

した。かねてより検討していたFacebookについて

は、運用規程を策定して会員に配布したうえで2

月から開始する予定であるとのことでした。

　次に、会員増強維持委員会の宮島賢次委員長か

ら、最低目標である30名への会員増強を達成する

ため、各会員が各1名の会員候補者の推薦を目標

としてもらいたいことと、9月10月のテーブルチ

ームでの候補者推薦について、その進捗状況を3

月7日までに書面で報告してもらいたいとのの要

望が示されました。各テーブルマスターにおかれ

ましては報告書の作成をお願いいたします。

　奉仕プロジェクト委員会の鈴木博行委員長から

は、地区のセミナーへの出席報告と各種奉仕につ

いての活動報告がなされ、インターアクト関連に

ついても活動報告がありました。

　さらに、ロータリー財団委員会の芹澤貞治委員

から、少年サッカー大会について地区補助金を受

領したこと、地区財団セミナーに参加したこと、

奨学生や学友会の卓話を実施したこと等の報告が

ありました。

　最後に、副S・A・Aの名古良輔君から、スムー

ズな例会運営を図ったことや会員相互の親睦を図

ったこと等の報告がなされました。

　上期のクラブ運営に対する会員の皆様のご協力

に深く感謝いたしますとともに、下期においても

引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。

     鈴木和憲君            　植松　正君

  

　神尾栄一君　　　宮島賢次君　　鈴木博行君

　芹澤貞治君　　　名古良輔君  　 渡邉勝也君




