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 本日は、ポール･ハリスとロータリーについての

話。その1です。

1907年ロータリーが提唱し、市民運動が高まり、

シカゴ市の土地と費用提供（20,000ドル）による

公衆トイレが実現し（1909）、ロータリー最初の

社会奉仕事業だと言われています。この年ポー

ル・ハリスは三代目会長となり次の三つの目標を

掲げています。１）シカゴRCの充実

2)他の地域にRCを設立　３）Community Service

の推進です。

　1908年1月にフレデリック･シェルドンとチェス

リー･ベリーが入会し､後にポールはこのことを

「天の佑（たす）け」（「This Rotarian Age」

で」と語っています。シェルドンは、職業人の集

まりであるロータリーは、経営の科学はサービス

の科学だという考え方を根底に置くべしと論じ、

“Service”の理念を持ち込んだ。大いに共感し

たポールは彼を情報･拡大委員長に任じ、サービ

ス論と拡大を急進的に毎例会で協調したそうです。

それは当時150名位の会員の中に不協和音を喚起

し、結果としてポールは重任していた四代目会長

を任期半ばにして辞任し(1908年10月)、シェルド

ンも解任されました。

　1910年ポールは諸事多端のなか、シカゴプレー

リークラブ（自然愛好クラブ）の創立に関与し、

ある日のピクニックで服のほころびを繕っても

らった縁で、ジーン･トムソンと親しくなった。

彼女はスコットランドから移住してきたばかりの

美人で12歳年下だったが、この日、3か月の交際

の後42歳のポールと結婚したそうです。

　

2月のプログラム

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

3月のプログラム

1310回 12:30
03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
ベトナム支援活動報告　奉仕プロジ
ェクト委員会 名古良輔君 理事会⑩

1311回 18:30
03月14日(木)

沼津リバーサイドホテル沼津　柿田
川RCとの2クラブ合同例会 クラブ管
理運営委員会　移動例会　夜間例会

03月21日(木) 祝日週休会

1312回 12:30
03月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告　 
加藤学園IAC

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
1307 回 28 名 22 名 -  78.57％

1305 回 27 名 23 名 2名  92.59％

●欠席者( 6 名)

頴川ゆう子、久松　但、井上武雄、宮口雅仁、
成田みちよ、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

永井克彦(1/29愛知ロータリーEクラブ2/1日本ロー
タリーEクラブ2650）鈴木博行(2/1沼津RC)芹澤和子
下原満知子(2/5沼津北RC)鶴田龍聖(2/5伊豆中央RC)
成田みちよ(2/6　長泉RC)

●スマイル報告

1.鶴田龍聖：誕生日のお祝いありがとうございます。
　本年もよろしく御指導願いします。
2.宮島賢次：入会記念日のお祝いありがとうござい
　ます。
3.鈴木和憲、4.重光　純、5.鈴木良則、6.名古良輔、
7.神尾栄一、8.永井克彦、9.山本宜司、10.山田和典
　：下田さん、杉山さん、本日のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ宜しく
　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 杉山真一

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　26号
2019年 2月 7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　■■

　■イニシエーションスピーチ■

　　　　　　　下田朗弘君・杉山惠嗣君

◆◆第 1307 例会　会長挨拶◆◆
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11.内田逸美：2月3日節分会で、三島大社様神楽殿で、
　主人と共に私も、豆まきの御奉仕をさせていただ
　きました。福は内、沼津西クラブ皆様へ福は内！
12.土屋昌之：先週、30年ぶりに、インフルエンザに
　罹り、休んでしまいました。すみません。
13.鶴田龍聖：先週、休みました。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①富士山吉原RC
　2月21日(木)→24日(日) 静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIMに振替 
　MUは11:30-12:30ホワイトパレスフロント　
②沼津柿田川RC
　2月13日(水)→例会変更　＜サインMU有り＞
　2月20日(水)→例会変更　＜サインMU有り＞
③富士宮西ロータリークラブ
　2月22日(金)→24日(日)振替 静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM

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本日17:00よりｲﾝﾀｰｱｸﾄ例会が開催されます。
③次週2/14(木)は祝日週休会です。
④次々週2/21(木)は、2/24(日)に例会日変更で､ﾘﾊﾞ
　ｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙにて､13時より､静岡第2グループIMです

理事会報告

1.報告事項
　なし
2.協議事項
①3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
　別紙提案のとおり承認
②3・4月度席次表の件　SAA 土屋昌之君
　別紙提案のとおり承認
③3/14の沼津柿田川RCとの合同例会の件　クラブ管
　理運営委員長　久松　但君
　提案のとおり承認､ただし予算では参加者25人と
　する。
　・平成31年3月14日(木)　18：40～
　・沼津リバーサイドホテル　3階朝霧・松風
④3月の定例理事会（3/14予定）の日程変更の件
　3/7に変更することを承認
⑤ロータリー財団への寄付の件
　2月中に送金することを承認
⑥米山奨学会への寄付の件
　2月中に送金することを承認
⑦エンドポリオ・テーブル募金の件
　4クラブ共同募金活動と合わせて予定に達したた
　め、終了することを承認
⑧米山記念館への寄付の件
　地区目標の寄付について、どのように会員に募る
　のか検討する（継続審議）

イニシエーションスピーチ

小生の64年間　                     杉山惠嗣君

　小生は､昭和29年に沼津市大岡の自宅で出生しま
した。
　父母は、旧満州からの引き揚げ者で、娘二人を満
州の地で亡くし､帰国してからは､男兄弟3人が出来
ました。小生は､末っ子で､よく兄たちから､泣かさ
れていました。　それでも、毎日、気楽で、ガキ大
将の後を追っかけて遊んでいました。

　昭和48年に法務局に就職し、多種多彩な上司、先
輩等の指導を受け42年間がたちました。
　その中で、思い出が強いのは、小生が、富士支局
で、国籍、戸籍業務をしていたときのことです。
　当時、松本智津夫が率いるオウム真理教の富士宮
市人穴のサティアンに調査に行った時のことです。
　松本松本智津夫の子供が就学年齢になって、出生
届が富士宮市に提出され、出生証明書が添付されて
ないため、法務局で調査することになりました。
　調査時の危険性を考慮し、県警の協力を得て、サ
ティアンまでは、行きましたが、異様な雰囲気の中、
サティアンの建物の中には警察官の立ち入りを拒否
され、私と部下の二人で入室し、必要な事項の物理
的な証拠、出産の経緯等を聞き取り、帰路につきま
した。
　無事、調査が終わりましたが、警察官から、帰宅
するまでは、尾行があるかもと、脅かされ、平時と
別なルートで帰宅したことを思い出します。

　又、49歳の時、山形県新庄市に転勤になり、豪雪
地域の生活をしましたが、山形県の方々はとても優
しく、親切でした。
　なんと言っても、地酒がおいしく、殆ど毎日飲ん
でいました。
　しかし、朝5時頃からの除雪が、冬の間、続き静
岡では味わえない体験もさせてもらうことができま
した。こんな感じの64年でした。

　元々､公務員でしたので､社会常識等が身について
いないこと又皆様がご存知のとおり､人様に威張れ
るような特殊能力もなければ人格者でもありません。
ロータリークラブの一員として、皆様のご指導を受
けながら、可愛がっていただければと存じます。
これからも是非、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　下田朗弘君

1.私は、東京都田無市（現：西東京市）で生まれ、

姉が2人います。現在、妻と子どもの3人家族です。

2.小2で埼玉県鴻巣市に転居しました。小2からｻｯｶｰ

を始めて､ｻｯｶｰに夢中な学校生活でした。

ｻｯｶｰを観るのも好きで､ジョホールバルの歓喜と呼

ばれる試合は､夜中に姉と大騒ぎしながら観たこと

を覚えています。

　好きなｻｯｶｰ選手は､沼津市出身の小野伸二選手で

す。将来アスルクラロ沼津に来て､試合を見に行け

ることを楽しみにしています。

3.私は､人の役に立ちたいと思い､弁護士を目標に立

教大学法学部､上智大学法科大学院に進学しました。

大学院では友だちとゼミを組んで猛勉強しました。

受験の年は､東日本大震災がありましたが､無事合格

出来ました。一緒に勉強した仲間には､とても感謝

していますし､妻とも大学院で出会ったので､非常に

重要な時期となりました。

　合格後、司法修習を経て25年1月に弁護士登録し、

今年で7年目になります。     

今後ともよろしく御願いします。
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 ロータリーデーは開催されましたか？

ロータリーは、2月23日に創立114周年を迎えました。

この特別な日にちなみ、皆さんのクラブではどのよ

うな活動をされましたか。ロータリーデーの行事開

催は、何よりも効果的な記念行事となるかと思いま

す。ご存知の通り、ロータリーデーは、地域社会と

のつながりを築き、長期にわたって協力できる地元

の企業・団体を探し、ロータリーの活動が国内外で

もたらすインパクトを多くの人に紹介する機会とな

ります。

　ロータリーデーを開催する別の機会として、3月

11-17日の「世界ローターアクト週間」があります。

1068年に米国ノースカロライナ州で最初のロータリ

アクトクラブが設立されたことを記念するこの特別

な週に、ロータリークラブとローターアクトクラブ

の共催でイベントを開くだけでなく、互いのクラブ

を訪問しあったり、奉仕プロジェクトで協力しあう

こともできます。協力することによって、両クラブ

は最大限の変化を世界にもたらすことが出来るので

はないでしょうか。

　私は常に、皆さんからのご意見に耳を傾けたいと

感じております。皆さんにとって本年度がどのよう

に経過し、皆さんがどのような活動を実施されてい

るか、また、どのようなことを達成したいと感じて

いるか、ぜひ聞かせてください。

最後に「インスピレーションになろう」のテーマを

実現するための皆さんのご尽力に心から感謝申し上

げます。

心を込めて　

2018-19年度国際ロータリー会長

バリー･ラシン

2月のプログラム

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

3月のプログラム

1310回 12:30
03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
ベトナム支援活動報告　奉仕プロジ
ェクト委員会 名古良輔君 理事会⑩

1311回 18:30
03月14日(木)

沼津リバーサイドホテル沼津　柿田
川RCとの2クラブ合同例会 クラブ管
理運営委員会　移動例会　夜間例会

03月21日(木) 祝日週休会

1312回 12:30
03月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告　 
加藤学園IAC

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
1308 回 29 名 23 名 -  79.31％

1306 回 29 名 20 名 5名  86.21％

●欠席者( 6 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、宮口雅仁、本村文一、　
　鶴田龍聖、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　鈴木和憲、鈴木博行、田村治義
　　　　　　　　　　　 (2/14　加藤学園IAC例会)
　久松　但(2/15　せせらぎ三島RC)
　宮島賢次(2/16　地区チーム研修セミナー)
　山田和典(2/19　沼津北RC)

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①沼津北RC
　2月26日(火)→24日(日)静岡第2グループIMに振替
　MUは11:30-12:30
②富士宮RC　
　2月25日(月)→24日(日)IMに例会変更

2.連絡事項
①3/14(木)の2クラブ合同例会の出欠席を、ご記入
　下さい。
会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 杉山真一

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　27号
2019年 2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　■■

■静岡第2グループIM　沼津ロータリークラブ■

◆◆第 1308 例会　会長挨拶◆◆
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静岡第2グループIM

　　　　　　　　

　　　　
　　　　開会前、参加会員の集合写真

開会点鐘　　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ　
　　　　　　　　　　山口和一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

　　　　
　　　　開会の言葉　　勝呂　衛IM実行委員長

歓迎の言葉　　細澤哲哉沼津RC会長

ガバナー挨拶　　RI第2620地区
　　　　　　　　　　　　星野喜忠ガバナー

記念講演

テーマ「絆・新しい出会い」～米山梅吉翁を知る～
　　講師　　落語家　　三遊亭朝橘　師匠

各クラブ自己紹介

　　　　　　　　
　　　沼津西RCのクラブ紹介をする重光幹事

懇　　　　親　　　　会

乾杯発声　石川三義IM副実行委員長

　　　　　　　　

　　　　　　　新入会員紹介　　下田君と杉山君

　　　　　　　　最後は手に手つないで

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

永井（２、２）

下原（３，１）

植松（　④　）

-------------------------1月分出席一覧 -----------------------

久松(２，２) 神尾（　２　)

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

杉山恵( ３　) 杉山真(　④　) 鈴木博(④)＋２ 鈴木和(④)＋１ 鈴木良(2,免除) 田村(④)＋１

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

山本(　④　) 例会出席％　 　79 . 65　　% 地区報告　　 90 . 27　　　%

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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2019-20年度 RI会長エレクトは、より力強い

ロータリーを築くためのビジョンを発表し、地域

社会とのつながりを広げるために、革新的な会員

モデルを導入していくことをクラブのリーダーに

呼びかけたそうです。ジケーター･ロータリーク

ラブ(米国アラバマ州)会員のマローニー会長エレ

クトは1月14日(月)米国カリフォルニア州サン

ディエゴで開催された次期ガバナーエレクトへの

研修行事である国際協議会で、2019-20年度の会

長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」を発表し

ました。

「最初の強調事項はロータリーを成長させる

ことです。私たちの奉仕活動やプロジェクトのイ

ンパクトを成長させること、また、最も重要なの

は、これからより多くのことを達成するために、

会員を増やすことです」とマローニー会長エレク

トは述べています。ロータリーでの経験の中核に

あるのは「つながり」であるともマローニー会長

エレクトは信じています。

「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超

え、深く、意義あるかたちでお互いにつながるこ

とが出来ます」と。「ロータリーは、ロータリー

がなければ出会うことがなかった人々、職業上の

機会、私達の支援を必要とする人たちとのつなが

りをもたらしてもくれると思います」。

会長エレクトはさらに、忙しい職業人や家族

の都合で忙しい会員にもリーダーの役割を果たし

てもらえるよう、様々な例会の内容や奉仕プロ

ジェクトの機会を提供できるように、そして

「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せ

ず、互いに補完しあうような文化をつくる必要が

あり」、「つまり、期待値を現実的に受け止め､

スケジュール作りを熟考し、全てのレベルのロー

タリー行事に子供達をも受け入れることを意味し

ている」とのことです。  　

3月のプログラム

1310回 12:30
03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
ベトナム支援活動報告　奉仕プロジ
ェクト委員会 名古良輔君 理事会⑩

1311回 18:30
03月14日(木)

沼津リバーサイドホテル沼津　柿田
川RCとの2クラブ合同例会 クラブ管
理運営委員会　移動例会　夜間例会

03月21日(木) 祝日週休会

1312回 12:30
03月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　IAC活動報告　 
加藤学園IAC

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
1309 回 29 名 24 名 -  82.76％

1307 回 28 名 22 名 3名  89.29％

●欠席者( 5 名)

　宮口雅仁、永井克彦、成田みちよ、内田逸美、　
　山田和典

●他クラブへの出席者

　永井克彦,成田みちよ,内田逸美(2/26　沼津北RC)
　鶴田龍聖(2/26　伊豆中央RC)
　頴川ゆう子(2/16.26　北海道2500ロータリーE　
　クラブ)

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①長泉RC
　3月06日(水)　例会変更　MU受付10:30-12:30

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。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 杉山真一

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　28号
2019年 2月 28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⑥奉仕プロジェクト委員会■

◆◆第 1309 例会　会長挨拶◆◆
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クラブフォーラム～奉仕プロジェクト委員会

　　　　　　　　　　　　　　　委員長　鈴木博行

1.奉仕の理想

　ロータリーの奉仕プロジェクトには、社会奉仕・

職業奉仕・国際奉仕・青少年奉仕等があります。奉

仕の理想とは、自らの職を与えてくれた社会と、己

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

自身の利己的欲求は最小限に留め、常に奉仕するこ

とが大切である。

2.河口湖RC主催で開催された、地区社会奉仕委員会、

国際奉仕委員会合同セミナーで、女優、大塚　良重

(おおつか　よしえ)様の演じた「魁の人・米山梅吉

」(さきがけの人・米山梅吉)では、米山梅吉の生涯

を演技しながらの「ひとり語り」は会場が大変盛り

上がりました。沼津クラブ木村会長より提案。大塚

良重の今回の「ひとり語り」は米山の妻の立場から、

幼少時代、許嫁、沼中時代、東京時代、海外雄飛、

東京RC設立、RI理事就任等の「ひとり語り」は大変

素晴らかった。次年度の4クラブ合同例会での「ひ

とり語り」の演技を期待している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　植松　正

　本日のフォーラムは、12月のクリスマス例会に際

し募った、寄付金の取扱いについて討論しました。

今年度は委員会内や理事会で協議したものの、未だ

寄付先や内容が決定できず、あらためて例会時に会

員に意見を募ることとなりました。

　本来の目的とは異なるものの、地区目標必達のた

めに米山奨学会や周年記念を迎え資金ニーズの高い

米山記念館に寄付するとの意見はあったものの、従

来通り特定の施設等を選定し寄付すべきとの意見が

半数以上を占めました。

　当委員会としましては、この結果を重く受け止め、

再度協議のうえ理事会に上程したいと考えておりま

す。

　　　　　　　　インターアクト委員長　田村治義

　インターアクトクラブの二大イベントで有ります、

年次大会と指導者講習会について、ご案内のように

一つは台風12号の接近により中止、もう一つは加藤

学園高等学校インターアクトクラブ主力メンバーで

ある2年生の修学旅行日程と重なり不参加、と言う

状況で委員長としての活動は不発に終わりましたが、

お手元にお配りしました当番校計画の様に、4年後

に加藤学園高等学校がホスト校、当クラブが提唱ク

ラブとして年次大会を開催する運びとなります。

　7月の最終週の日・月で且つ～自然の家等、公営

の施設での開催が日程及び予算上必須となってきま

す。その前年が三島RC提唱知徳高等学校がホスト校

で開催されますので、30周年事業終了直後辺りから

準備に入る計画を立てることが必要となります。

サッカー表彰式

　3月3日(日曜日)17：00より、愛鷹運動競技場1階
会議室にてU-9(9歳以下)からU-12(12歳以下)までの
上位チームの表彰式に鈴木和憲会長、久松　但し副
会長、杉山真一奉仕プロジェクト委員、山田和典公
共イメージ委員の4名で参加してきましたので表彰
式の様子を写真にて報告します。




