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　今日は名古良輔君によるベトナム支援活動報告

があります。そこで、今回は、ベトナム戦争でア

メリカが使用した「枯葉剤」について少し話して

みたと思います。

　1961年からベトナム共和国（南ベトナム）に援

軍を派遣したアメリカが、翌年の1962年ごろから

開始したのが「ランチハンド作戦」というもので、

上空から「枯葉剤」を散布し、表向きは病院を媒

介する虫を駆除するというものでしたが、実際は

ベトコンが潜む森林をなくし、同時に食物を育て

る土地も破壊するというものでした。様々な薬剤

が使用されましたが、最も大量に用いられたのは

「オレンジ剤」というもので、ダイオキシンなど

を含み非常に毒性が強く、動物実験の際には奇形

を生じさせる性質があることがわかっていました。

　

　数年経つと、ベトナム国内で出産異常の報告が

激増。下半身がつながった結合双生児として生ま

れた「ベトちゃん・ドクちゃん」は日本でも有名

になりました。終戦から40年以上経つ現在も2世、

3世への枯葉剤の影響が指摘され、ベトナム全土

で8,000万人超の人口の中の100万人以上の人々が

枯葉剤による外形的障害、遺伝疾患やガンなどの

後遺障害に苦しんでいるといわれています、世代

をまたいで奇形の子供が誕生する報告もされてお

ります。

　また、ベトナム戦争終結後に生まれた子供達15

万人以上に重篤な疾患をもたらしている現実もわ

かっているそうです。

3月のプログラム

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

4月のプログラム

1313回 18:30
04月06日(土)

時の栖　花見例会　クラブ管理運営
委員会　移動例会　夜間例会      

1314回 12:30
04月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS・地区協議
会報告　次期会長・幹事他　理事会

1315回 12:30
04月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
永井克彦君 

1316回 12:30
04月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
山田和典君 

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
1310 回 28 名 25 名 -  89.29％

1308 回 29 名 23 名 2名  86.21％

●欠席者( 3 名)

　井上武雄、神尾栄一、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　宮島賢次(3/3　米山学友会創立10周年記念式典)
　永井克彦(3/6　長泉RC)

●スマイル報告

1.芹澤和子、2.山田和典：誕生日のお祝いありがと
　うございます。
3.植松　正、4.鈴木和憲：入会記念日のお祝いあり
　がとうございます。
5.重光　純、6.鈴木良則、7.本村文一、8.山本宜司
　：名古先生、本日の卓話、宜しくお願いします。
9.芹澤和子、10.永井克彦：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 神尾栄一

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　29号
2019年 3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　■■

■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  ■

◆◆第 1310 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
　ございません。

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次週3/14(木)は、リバーサイドホテルにて18:30
　より沼津柿田川RCとの2クラブ合同例会の夜間例
　会です。
③3/28(木)は、IAC活動報告です。エコキャップの
　ご協力をお願いします。 

理事会報告

　
協議事項

①4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。
②花見家族例会の件　クラブ管理運営委員長　　　
　久松　但君　⇒　承認。
・日時：平成31年4月6日(土) 18:30～
・場所：時之栖 グランテーブル(個室)
　送迎バス(28名乗り) 17:00 沼津駅北口　　　　
　　　　　　　　　　 21:00 時之栖　
③PETS（3/24（日）グランドホテル浜松）
　交通費（次期会長・幹事）の件
・2名分の交通費実費支給すること(沼津-浜松の新
　幹線の料金)　⇒　承認。
④地区研修・協議会(4/7（日）アクトシティ浜松）
　の件　⇒　承認。
・9名＋事務局で参加、沼津北RCとバスを相乗り
⑤次期会長・幹事会(4/13(土)プラサヴェルデ)の件
　⇒　承認。
・参加費を支給すること
⑥米山奨学生カウンセラー推薦の件　鈴木和憲君を
　推薦すること　⇒　承認。
⑦休会届の件
・事務局に内田逸美君よりご主人の看病の為、3月
　末までの休会届けが出される。⇒ 承認。
⑧クリスマス例会寄付金の件　奉仕プロジェクト委
　員長　鈴木博行君
・明日の空へ寄付 残金は次年度へ繰り越し　　　
　⇒　承認。

ベトナム支援活動報告 

　　　　　 

 　　　　　 名古　良輔　君
　　　　　　　　　　　

　ベトナム枯葉剤被害者支援の旅に関わり始めて10
年が経ちました。6名の仲間とともに、昨年行いま

した2018年の活動について報告いたします。3年前
から活動拠点としていました、バクザン省職業訓練
センターを訪問し、施設のご希望に沿ってリハビリ
機器を4台と、施設運営費として現金1,000ドルを寄
贈しました。
被害者家庭への訪問は、合計12件行いました。

　どの家庭も様々な被害を被っていましたが、国か
らの支援金は平均すれば、月あたり1万円にも満た
ないものでした。枯葉剤被害による皮膚腫瘍に苦し
む、ある家庭の父娘の状況を、「娘の幸せ」と題し
て、沼津朝日新聞に投稿しました。次回はニンビン
省を訪問し、地区の枯葉剤被害者協会とも連携し、
支援活動を行う予定です。

　なお6月27日から30日まで、ぬまづ健康福祉プラ
ザ・サンウェルぬまづにおいて、活動の様子を記録
した写真展を行います。

　今後とも、ご支援の程、よろしくお願い申し上げ
ます。
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 3月は、「水と衛生月間」です。ロータリーでは、
世界を変える行動人が、水と衛生への取り組みを通
じて、リソースを活用し、協力関係を育み、長期的
な変化をもたらすインフラの整備や研修を行ってい
ます。

世界水の日(World Water Day)は、毎年3月22日です。
1992年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開
催された地球サミットで「アジェンダ21」が採択さ
れ、そこで「世界水の日」の制定が勧告され、同年
12月の国連総会で、世界水の日が定められました。
水の大切さや、きれいで安全な水を使用できるよう
にすることの重要性を世界中で考えることを目的と
しています。

　世界では18億人の人々が汚染された水を使い、コ
レラや赤痢、腸チフス、ポリオにかかるリスクにさ
らされています。また、毎年約85万人が安全でない
水や劣悪な衛生状態のために亡くなっています。
2015年に国連で採択された持続可能な開発目標では、
極度の貧困を根絶するためには水が重要な課題だと
して、2030年までに全ての人々が安全な水を得られ
るよう確保することを目標にしています。

　現在、家庭や都市、産業、農業の廃水の80%以上
が自然に流され、環境汚染や貴重な栄養物・再生可
能な原料を失う原因となっています。世界水の日に
向けて発行された概況報告書では、廃水を資源とし
て活用する必要性及びその可能性をメッセージとし
て伝えています。

3月のプログラム

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

4月のプログラム

1313回 18:30
04月06日(土)

時の栖　花見例会　クラブ管理運営
委員会　移動例会　夜間例会      

1314回 12:30
04月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS・地区協議
会報告　次期会長・幹事他　理事会

1315回 12:30
04月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
永井克彦君 

1316回 12:30
04月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
山田和典君 

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
1311 回 26 名 25 名 -  96.15％

1309 回 29 名 24 名 4名  96.55％

●欠席者( 1 名)

永井克彦 

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①長泉RC
　3月20日(水) 移動例会（MU受付無し）
②裾野RC
  3月15日(金) 移動例会（MU受付 10:30～12:30)
③沼津RC
　3月22日(金) 裁量休会（MU受付　11：30～12：30
沼津リバーサイドホテル
④富士宮RC　
  3月25日(月）観桜例会　18:30　例会場変更
⑤沼津柿田川RC
　3月20日(水) 例会変更（サインMU有り）
⑥沼津北RC
　3月26日(火) 裁量休会
⑦富士山吉原RC
　3月21日(木) 祝日休会　MU無し
　3月28日(木) 夜桜ウォーキング　夜間例会

2.連絡事項

①次週は祝日休会です。
②3/28(木)は、IAC活動報告です。エコキャップの 
ご協力をお願いします。

　

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

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　30号
2019年 3月 14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　■■

■   沼津柿田川RCと2クラブ合同例会   ■

◆◆第 1311 例会　会長挨拶◆◆
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柿田川ＲＣ　合同例会

　
       柿田川ＲＣ　濱田　清明　会長　挨拶

　    

 　　　沼津西ＲＣ　鈴木　和憲　会長　挨拶

　
　　　　　　　　例会中　　風景　

懇　親　会

　　　　乾杯の挨拶　鈴木　博行　君

　　　　　司会者　井上　武雄　君
　　　　　カラオケ中の　山田　和典　君

　　　　　　　手に手をつないで
　　　　　指揮者　山田　和典　君

　
頴川（１，２） 井上（　１　） 宮口（　０　） 宮島（③）＋１ 本村（　２　）

永井（２、１）

下原（　③　）

植松（　③　）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

久松(２，１) 神尾（　③　)

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

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

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

山本(　③　) 例会出席％　 　80 . 23　　% 地区報告　　 90 . 70　　　%

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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  四つのテスト　その由来をひもとく　今こそ必要
なのは倫理的誠実さ

 1930年代に誕生して以来、90年以上の歳月が過ぎ

去ったこの現代社会では、ある人たちが批判するよ

うに、四つのテストは、その有効性を喪失してしま

っているのでしょうか？それとも、変化のテンポの

速いこの時代においても、事業や専門職に携わる人

たちの指針として機能するに足る洗練さを保持して

いるのでしょうか？

　真実かどうかー真実は不変であり、時代を超越す

るものであり、真実は正義なくしては存在し得ない。

みんなに公平かー顔を突き合わせてとは言わないま

でも、腕を伸ばせば届くような所で、激しくやり合

うビジネス手法に代わり公平さを取り入れたビジネ

スは、お互いの関係を傷つけるよりも、関係向上に

役立ってきました。好意と友情を深めるかー人は生

まれながらにして、他者と協力して生きていく存在

であり愛情を示すことは生来備わっている本能です。

みんなのためになるかどうかーこの項目は、食うか

食われるかを原則とする無慈悲な競争を排除するも

のであり、それに代わって建設的で創造的な競争を

導入するものです。

　四つのテストは国家という枠を超えたものであり、

国境や言葉の障壁を超越するものです。そこには、

政治や独断や特定の信条は介在しません。一つの倫

理規範としての存在以上である四つのテストは、い

かなる形であれ、人生を成功に導くための要素を含

み持っています。

　それは今日の社会でも有効性を保持し、かつ実効

性のあるものだとおもいます。

現代社会が今一番必要としているものは倫理的誠実

さであるといってもいいでしょう。四つのテストは、

人々が価値ある目標を追い求める際の指針として活

用することが出来ます。

　その目標とは、友人を探し選び、その友人関係を

維持すること、周りの人たちと友好関係を築くこと、

幸福な家庭生活をつくりあげること、高い倫理的・

道徳的基準を設定し身につけること、より良き市民

となり、次の世代にとっての良き手本となること、

といったことだと思います。

 　簡潔さの中に多くが語られ、感動的なまでに力強

く、実のある成果を必ずもたらすこの四つのテスト

は、緊張と混乱と不確実性に満ちたこの世界のただ

中に、清新で明るさに溢れた未来展望を与えてくれ

るのだと思います 。  

4月のプログラム

1313回 18:30
04月06日(土)

時の栖　花見例会　クラブ管理運営
委員会　移動例会　夜間例会      

1314回 12:30
04月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　PETS・地区協議
会報告　次期会長・幹事他　理事会

1315回 12:30
04月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
永井克彦君 

1316回 12:30
04月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話       
山田和典君 

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
1312 回 28 名 23 名 -  82.14％

1310 回 28 名 25 名 1名  92.86％

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 神尾栄一

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　31号
2019年 3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　■■

■   IAC活動報告　加藤学園IAC    ■

◆◆第 1312 例会　会長挨拶◆◆



2

●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

●欠席者( 5 名)

  井上武雄、神尾栄一、芹澤和子、下田朗弘、

  渡邉勝也

●他クラブへの出席者

  久松　但(3/16　地区補助金管理セミナー)

  神尾栄一(3/20　沼津柿田川RC)

  芹澤和子(3/23　米山梅吉記念館)

  久松　但、成田みちよ(3/24　PETS)

●スマイル報告

1.成田みちよ：家族の誕生日のお祝いありがとうご

  ございます。

2.重光　純：インターアクトクラブの皆様、本日は

  宜しくお願い致します。

3.鈴木良則、4.本村文一、5.下原満知子：所用につ

  き、早退させていただきます。

6.山田和典：所用により、次回より3回、欠席いたし

　ます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①裾野RC

　3月29日(金)　特別休会

②沼津北RC

　4月2日(火)→4月4日(木)　例会変更

2.連絡事項

①次週4/4(木)は、4/6(土)に例会日変更で、時之栖

　にて、18:30より花見例会です。　行きのバスは、

　沼津駅北口17:00出発です。帰りのバスは、時之栖

　21:00出発です。

②4/7(日)の地区協議会は、沼津北RCと一緒のバスで

　行きます。参加者の方は、わたやす前7:20、沼津

　駅北口7:25出発です。5分前に集合してください。

加藤学園高校インターアクトクラブ活動報告

　

　　

　　　インターアクトクラブ顧問　松本先生　

　今年度の活動は、定期の活動としてエコキャップ

活動と使用済みコンタクトレンズの回収を行いまし

た。隔週木曜日に、各クラスで集めてもらったもの

を回収し、キャップについてはそれを一つ一つ洗っ

て干していくという作業を分担して行いました。

　沼津西ロータリークラブの皆さんとさせていただ

いた海岸清掃やポリオ撲滅の募金活動は大変良い経

験になりました。また、夏休みを中心に各種のボラ

ンティアに参加しました。のぞみの園の園外活動、

千本プラザの夏祭り、福祉ふれあい広場、盲導犬募

金や日大三島高校のギネスイベントの補助など、い

ろんな種類のものに取り組みました。こういう様々

なボランティアを通じて、普通では経験できないこ

とに触れることができ、自分自身を成長させること

ができたと感じます。

　私達の代になり、最初は例会の進行もしっかりと

できませんでしたが、なんとかスムーズに行えるよ

うになってきました。毎回、ロータリークラブの会

長さんをはじめ、多くの方々が学校に足を運んで下

さり、本当にありがとうございます。

　今年度は残念ながら年次大会は開かれませんでし

たが、クリスマス例会、海岸清掃など、沼津西ロー

タリークラブの皆様には大変お世話になりました。6

月には私達にとって最後の文化祭があり、それに向

かってしっかりと準備しつつ、今後も多くのことを

学んでいきたいと思います。ありがとうございまし

た。




