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皆さん、こんにちは、今日は 6月の第一例会で

す。2018-19年度最後の 6月となり、あと 1 ｹ月です

が、よろしくお願いいたします。　

今月は「ロータリー親睦活動月間」になります。当

クラブでは28日(木)に会長・幹事のさよなら例会が企

画されており、皆様に大変感謝しており、楽しみにし

ております。

「ロータリーの親睦活動」は、国際奉仕の一部門で

す。趣味や職業活動を通じて、国際親善と奉仕に貢献

するのです。地区親睦活動を奨励し、多くのロータリ

アンが、親睦活動に参加することを奨励するために、

この月間が設けられています。親睦はロータリー活動

の一番の基本と言われています。ロータリーの発展史

が示すように、はじめに親睦から始まり、職業奉仕が

生まれ、社会奉仕に展開し、そこから国際奉仕が育っ

たというように親睦活動が出発点となっています。し

かし、親睦の意味をちゃんと理解して、実践している

でしょうか？例会を通じて親睦から「奉仕の理想」を

考えることが重要です。親睦活動には「会員相互」

「例会のビジター」「他クラブとの親睦」「家族を交

えた親睦会」と 4つの分野があります。家族との時間

を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うような

場をつくり、家族の理解と支援を得ることが、質の高

いロータリー活動につながると思います。

６月のプログラム

1322回 12:30
06月13日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ⑦   
米山記念館50周年記念祭について
宮島賢次君　　

1323回 12:30
06月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
米山奨学生を迎えるにあたって　
地区米山記念奨学委員会　　　　
小澤邦比呂様

1324回 18:30
06月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
1年を振り返って　会長・幹事　　
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

7月のプログラム

1325回 12:30
07月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会長・幹事他の
抱負 会長.幹事.副会長 理事会②

1326回 18:30
07月13日(土)

ﾎﾃﾙ八の坊   前年度会長・幹事慰
労会　クラブ管理運営委員会　　

1327回 12:30
07月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
田中祐G補佐期首訪問　

1328回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

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

1321 回 29 名 25 名 -  86.21 ％

1319 回 28 名 24 名  2名  92.86 ％

●欠席者(　4 名)

　井上武雄、宮口雅仁、本村文一、渡邉勝也　

●他クラブへの出席者

　山田和典(6/5　沼津柿田川RC)

●スマイル報告

1.鈴木良則：誕生日のお祝い・入会記念日のお祝い

　ありがとうございます。

2.山本宜司、3.永井克彦：誕生日のお祝いありがと

　うございます。4.頴川ゆう子：家族の誕生日のお

　祝いありがとうございます。

5.重光　純：本日のクラブ協議会、宜しくお願い

　致します。6.久松　但：クラブ協議会、委員長の

　皆様、宜しくお願いします。

7.名古良輔：6/2千歳マラソン,ハーフ完走しました。

　暑さの為に,目の前で二人が助けを求め、私の体

　脂肪率が11%になりました。8.芹澤和子：さよな

　ら例会をお休みします。皆様、楽しんで下さい。

9.杉山惠嗣：先週、お休みさせて、いただきました。

10.久松　但：5月は、欠席続きですみませんでした。

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　40号
2019年 06月 06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　■■

■　クラブ協議会　次年度活動計画　■

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1321 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他クラブの例会変更等ございません。

2.連絡事項

①本日例会後に、現・新理事会がありますので、現

・新理事の方はよろしくお願い致します。

理事会報告

●現・理事会報告

1,報告事項   なし

2,協議事項

①新旧会長幹事会会費の件

・6/15(土)　沼津リバーサイドホテル　18:00～

・現・新会長幹事4名が出席する。会費を支出するこ

　とを承認。

●新・理事会報告

1, 報告事項

①メイクアップについて。

　本年度開催された規定審議会にてクラブ会員の欠

　席に伴うメイクアップの詳細変更の確認及び今後

　について。

・規程審議会より、メイクアップは現規程の例会前

　後14日間適用から、年度内適用に変更。

・例会時の出席報告の内容が変わる為、修正出席率

　の計算が難しくなる。

・規定審議会の内容を確認し、今後については理事

　会にて継続審議とする。

2, 協議事項

①7・8月度座席の件　SAA　田村 治義 君 

・別紙の通り。委員会別の座席とする。→ 承認

・正副テーブルマスターは年2回程、各自回るとの事。

②７月度プログラムの件 

  クラブ管理運営委員長 植松 正 君 → 承認。

③前年度会長・幹事慰労会の件 

　クラブ管理運営委員長 植松 正 君　→ 承認

　別紙内容確認。内容は下記の通り。

・日時：7月13日(土)18:30～

・場所：小松屋　八の坊

・当日は、旗・点鐘なし、会長挨拶のみ。　

④前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件につい

　て

・前年度と同じく商品券にて支給する。 → 承認

⑤第39回原・浮島ふるさと夏祭り(8月4日）花火大

　会協賛の件 協賛金→承認

⑥会員入会記念・会員誕生日・家族誕生日のお祝い

　の贈り物について。→ 承認

⑦米山梅吉記念館への寄付と記念館50周年記念式典

　登録料について　→ 承認

⑧鈴木良則君の出席規定の免除申請の件　→ 承認

⑨芹澤貞治君の出席規定の免除申請の件　→ 承認

⑩渡邉亀一君の出席規定の免除申請の件　→ 承認

⑪事務局員(川口さん) 給与・賃借料　　 → 承認

3.その他

・クラブ管理運営委員長より納涼例会について提案

　有り→三島プラザホテルに決定

・次年度会長より来期、米山梅吉50周年の寄付や奨

　学生の費用等の関係で、会員特別会費を変更する。

　→承認

    　　 クラブ協議会

久松　但　次年度会長    成田みちよ　次年度幹事

次年度幹事 成田 みちよ

　本日のクラブ協議会では、次年度の会長方針及び

各委員会の事業計画についての報告を行いました。

　始めに、久松但次年度会長より、次年度の会長方

針「ロータリーとともに考えよう！」についての説

明があり、その後、クラブ管理運営委員会の植松正

委員長・公共イメージ向上委員会の永井克彦委員長

・会員増強維持委員会の鈴木和憲委員長・奉仕プロ

ジェクト委員会の土屋昌之委員長・S･A･Aの田村治義

君より、それぞれ各委員会の事業計画についての報

告がなされました。その後、次年度会計の下原満知

子君より次年度の会計予算の説明をして頂きました。

次年度活動計画の中で、新たな部門として米山奨学

委員会・クラブ戦略委員会の各委員会及びロータリ

ー財団、米山梅吉記念館などの寄付について、久松

但次年度会長より説明がありました。

　次年度は米山奨学生の世話クラブとなります。ま

た、地区内にあります米山梅吉記念館も設立50周年

記念の年度でもあります。ロータリー財団等への寄

付等もあります。

　公共イメージ向上委員会ではMy Rotaryの登録者

100%の目標もあります。

　年間例回数のことなど本年と違い、変更、変化も

多くあるかと思います。会員の皆様のロータリーに

対する深い愛情と一層のご理解、ご協力を賜りまし

て次年度を迎えたいと思います。

　皆様、どうぞ一年間宜しくお願い申し上げます。
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   －少しの気配りが自分の仕事を生む－　

哲学者の内田樹は、「日本の論点2010」の中で

次のエピソードを披露している。

あるとき武術家の甲野善紀ほか七人で連れ立って

レストランに入った内田は、メニューに「鶏のから

揚げ」を見つけ。「三ピース」で一皿だったので、

七人では分けられない。仕方なく三皿注文すること

にした。すると注文を聞いたウエイターが「七個で

も注文できますよ」といった。「コックに頼んでそ

うしてもらいます」

彼が料理を運んできたときに甲野は彼に訊ねた。

「あなたはこの店でよくお客さんから、「うちに来

て働かないか」と誘われるでしょう」彼はちょっと

びっくりして「はい」と答えた。「月に一度くら

い、そういわれます」

内田はこのエピソードを紹介した後、人間は

「放っておくと賃金以上に働いてしまう」

存在だと書いている。そのウエイーターが、彼の

できる範囲で、彼の工夫するささやかなサービスの

積み増しをしたことをそう表現したのです。

ほとんどの仕事は代替え可能な仕事である。とく

にアルバイトなどはそういう面が強い。しかし、そ

の自分のできる範囲で気配りや機智を加えれば、そ

れは自分の仕事だからこそできる仕事に化けるとい

うことです。

６月のプログラム

1323回 12:30
06月20日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
米山奨学生を迎えるにあたって　
地区米山記念奨学委員会　　　　
小澤邦比呂様

1324回 18:30
06月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
1年を振り返って　会長・幹事　　
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

7月のプログラム

1325回 12:30
07月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会長・幹事他の抱負　会長・幹事
・副会長　理事会②

1326回 18:30
07月13日(土)

ﾎﾃﾙ八の坊   前年度会長・幹事慰
労会　クラブ管理運営委員会　　

1327回 12:30
07月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
田中祐G補佐期首訪問　

1328回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

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

1322 回 29 名  25 名 -  86.21 ％

1320 回 28 名 26 名  1名  96.43 ％

●欠席者(　4 名)

久松　但、神尾栄一、杉山惠嗣、山田和典

　

●他クラブへの出席者

久松　但(6/10　北海道2500ロータリーEクラブ)

●スマイル報告

1.頴川ゆう子：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

2.重光　純：本日のクラブフォーラム、よろしく

　お願いいたします。

3.鈴木良則：米山記念館50周年記念祭、宜しくお

　願いします。

4.植松　正：結婚のお祝い、ありがとうございます。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 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　41号
2019年06月 13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⑦　■　

■　米山記念館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

◆◆第 1322 例会　会長挨拶◆◆

● クラブテーマ ●
「今、新しいことに挑戦しよう」
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幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①他クラブの例会変更等ございません。

2.連絡事項

①会長・幹事慰労会（7/13(土)伊豆長岡八の坊）の

　出欠席をご記入ください。

    　　 クラブフォーラム

　

    米山梅吉記念館創立50周年記念実行委員会

　   記念式典委員会　委員長　宮島賢次　君

公益財団法人米山記念館創立50周年式典について

　昨年に続きまして2回目のお時間をいただき有難う

御座います。

　本番3か月前になりました。実行委員会も毎月一回

のペースで開かれ各委員会の準備が進み、記念講演

等詰めの段階に入っています。

沼津西クラブの皆様には、寄付金、登録料に増して

式典に労力までお借りすること、心から感謝申し上

げます。

　しかしながら、日本のロータリーの聖地ともいえ

る記念館の地元のクラブとして携われることに誇り

を持ってご協力いただきたいと思います。

今日は、実行委員会の組織、式典委員会及び会員そ

れぞれの役割、また会場の様子をパワーポイントの

写真を見ながら理解していただこうと思います。

　実行委員会のトップ事業委員会は、主に理事・記

念館役員からなります。その下に各委員会が連なり

その一つに当クラブと沼津柿田川・御殿場RCの記念

館運営委員が所属する記念式典委員会があります。

各委員会ともそれぞれの担当クラブが支援します。

従ってお互いに協力し合うため実行委員会では協議

を重ねています。

　クラブ会員の役割につきましては、このクラブフ

ォーラムでは時間が足りませんので、私の独断で決

めました組織表に従ってそれぞれの分担表及び準備

・確認事項等お配りした資料に目を通していただき、

理解しておいて下さい。

今後の準備作業として、7月の例会が無い祝日休会日

のお昼頃に東レ総合研修センターに皆さんで赴き、

会場の下見を計画します。また、各担当責任者と作

業内容の確認・擦り合わせを行い、8月の最終例会当

たりに3回目のクラブフォーラム開催を予定していま

す。

　そして、9月14日の本日前日の13日18:30から1時間

ほどの予定ですが、外注先で照明・音響等を担当し

ていただくアドブレーン社のスタッフと共に、通し

のリハーサルを行うことになっています。

会員の皆様にはご苦労をお掛けしますが、50周年を

迎える米山梅吉記念館、第2620地区のため、ご理解

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　植松　正君ご結婚おめでとうございます

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

永井（３、１）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

久松(０,４) 神尾（１，１)

名古(④）+１ 成田(④)+２ 芹澤和(④)+１ 芹澤貞(３、免除) 重光(　④　) 下田(　④　)

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

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

山本(３，１) 例会出席％　 83 . 19　　% 地区報告　　92 . 92　　　%

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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―謙虚であればいつまでも学び続けられる―

経験や知識をもとにあれこれと頭を働かせるこ

とを（思考）と呼ぶ。「思考すること」の前提には

謙虚さが控えている。

　謙虚さとは、自分自身はいろんな限界を持ってい

る人間にすぎないことを意識していること、自分は

いつでも足りないことを自覚しており、他人の知恵

で自分を補おうとしていることである。謙虚さのな

い思考、つまりうぬぼれに満ちた思考は、もはや思

考とは言えない。謙虚さは「自分は神ではない」と

いう意識、「自分自身をいつも疑う」自信のなさと

つながっている。　

　賢人知者でさえ、わからないことはわからないと

素直に認め、その道の達人であるものに頼ることが

謙虚である。では、賢人知者ではない初学者にこう

いう素直さや謙虚さがあるのかと問えば、大いに怪

しいものである。

　学問であれ、ビジネスであれ、習い事であれ、私

たちがそれを学びはじめる時点で、すでにそこには

巨大な体系が存在している。自分はその巨大な体系

に遅れて入っていくという自覚、それこそが学びの

基本になる。

私たちは一番末端のところから学びはじめて、

しだいに複雑で高度な「知識や技術や価値観」を体

得していくのである。

６月のプログラム

1324回 18:30
06月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会
1年を振り返って　会長・幹事　　
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　夜間例会

7月のプログラム

1325回 12:30
07月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会長・幹事他の抱負　会長・幹事
・副会長　理事会②

1326回 18:30
07月13日(土)

ﾎﾃﾙ八の坊   前年度会長・幹事慰
労会　クラブ管理運営委員会　　

1327回 12:30
07月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
田中祐G補佐期首訪問　

1328回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

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

1323 回 27 名 24 名 -  88.89 ％

1321 回  29 名 25 名  0名  86.21 ％

●ゲスト
1.地区米山記念奨学委員会　小澤邦比呂様
　　　　　　　　　　　　　(パワー浜松RC)

●ビジター　
　1.野田和秀様：三島西RC　
　2.一杉泰博様：沼津北RC

●欠席者(　3　名　)

　久松　但、本村文一、内田逸美

●他クラブへの出席者

　鈴木和憲、重光　純、久松　但、成田みちよ　　

　(6/15　会長・幹事会)

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　42号
2019年 06月 20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■　

地区米山記念奨学委員会　小澤邦比呂様

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 1323 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.小澤邦比呂様(地区米山記念奨学委員会)：本日は、

　米山奨学事業の卓話のお時間を頂き、ありがとうご

　ざいました。今後共、よろしくお願い致します。

2.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうございま

　す。        

3.植松　正：家族の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

4.鈴木和憲、5.重光　純：小澤様、本日の卓話、宜し

　くお願い致します。

6.下原満知子：すみません。さよなら例会、都合があ

　り、欠席致します。宜しくお願い致します。

7.杉山惠嗣、8.山田和典：先週、欠席させて頂きまし

　た。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①裾野RC

　6月21日(金)　移動例会　MU受付 10:30-12:30　

②新富士RC

　6月25日(火)　振替休会

③富士山吉原RC

　6月27日(木)　会長、幹事慰労会　MU受付 11:30-

　12:30

④長泉RC

　6月26日(水)　特別昼食の為、MUの方の、食事の

　用意はありません。

2.連絡事項

①次週は、さよなら例会です。バスに乗車の方は、

　沼津駅を17:30、原駅を17:45に出発です。

②会長・幹事慰労会（7/13(土)伊豆長岡八の坊）の

  出欠席をご記入ください。

    　　　　　 外部卓話

　

第2620地区米山記念奨学委員会

　　　　　　　　　　　　小澤邦比呂　様

    日本と世界を結ぶ人づくり

　　　　　　　　　　ロータリー米山記念奨学事業

　本日は、米山記念奨学事業につきまして、卓話のお

時間をいただき感謝申し上げます。

　さて、米山記念奨学事業は、日本のロータリークラ

ブ独自の多地区合同事業であり、1952年に東京ロータ

リークラブが米山梅吉氏の死後、彼の偉業をたたえ、

その精神を受け継ぐ意味で始め、今年で67年になりま

す。

　2018年6月現在127の国と地域から20,396名の米山記

念奨学生が巣立っています。2019年度、当2620地区で

は、新米山奨学生23名が誕生いたしました。｢留学生

が平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築く｣こ

とを目的に始められ、日本のロータリーに最もふさわ

しい国際奉仕事業であり、財団法人の設立に至り、日

本最大の民間奨学事業にまで成長いたしました。

奨学生の奨学期間におけるフォローとサポートを世話

クラブとカウンセラーが行う制度は、米山記念奨学事

業の真髄であり、奨学生にとって、地域のリーダーで

ありますロータリアンとの交流は、学校では体験でき

ない貴重なチャンスであり、人間としての成長の場で

もあります。

　米山記念奨学委員会が常に米山記念奨学生にお願い

しています心得として大切なことは、｢全国のロータ

リアンが米山記念奨学生としての学問への熱意や、将

来の活躍に期待して、支援して下さったものであり、

真摯に勉強に取り組み、ロータリークラブと良い交流

を心がけることです。そして、奨学期間終了後もカウ

ンセラーや、世話クラブの人々と連絡を絶やさないよ

うにして下さい｣ということです。

　また米山記念奨学事業は、全国約90,000名のロータ

リアンの寄付からなりたっており、毎年約14億円の寄

付が寄せられ、奨学生に使われる事業費は約95%と公

益性が極めて高いことが示されています。全国の1名

あたりの年間平均個人寄付額は16,068円であり、当

2620地区は14,410円と全国第15位になっています。他

地区より寄付が多ければ、より多くの奨学生を採用で

き、当地区の年間平均個人寄付額の目標は1名あたり

16,000円以上となっています。

　日本のよき理解者として、また奨学生の母国と日本

の懸け橋になるべく、将来、国際社会で活躍する留学

生を支援するこのロータリー米山記念奨学事業であり

ます。

　インド独立の父、マハトマ・ガンジーの言葉に、『

善きことはカタツムリの速度で動く』という言葉があ

ります。

　人材を育て、世界平和を達成するためには時間が必

要です。

　

　どうぞ今後ともご支援ご協力を、宜しくお願い申し

上げます。本日は有り難うございました。
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―命を守る授業。体育とポリオ予防接種をアフ

ガニスタンの学校に―、

アフガニスタン、ジャララバード郊外のこの学

校は、14年間、何千人もの子供達、男子だけでなく

女子生徒の健康にも重要な役割を果たしてきまし

た。米国カリフォルニア州のラホーヤ･ゴールデン

トライアングル･ロータリークラブが設立したこの

学校は当初パキスタンから帰国した戦争難民家族を

収容するために建設されました。開校前は、ユニセ

フのﾃﾝﾄ二つ（一つは男子生徒用、もう一つは女子

生徒用）で授業をしていました。

こんにちでは1年生から12年生まで6,200人以

上の生徒（内男子3,600人、女子2,600人（男女は

別々に学習）が学んでいます。2004年、ロータリー

クラブ会員はナンガルハール州知事に会い、知事は

土地を提供し、クラブは24万ドル（約2,700万円）

を2段階で募金し、教室、図書館、多目的ルームを

建設したそうです。

数年前、ロータリアンは女子生徒が学校体育館

に不参加であることを知り、バレーボールと卓球を

教える若いアフガニスタン人の女性、シュグラさん

を雇用しました。

シュグラさんは、「ポリオ撲滅、予防接種、疾

病防止についての学習は、いつか母親になる女子生

徒には、優先事項であるべき」といい、「若いとき

からポリオについての詳しい知識があれば、将来自

分の子をこの病気から守ることが出来ます」。男性

教師も同様に、数百人の生徒を対象にポリオ教育

ワークシップを行っているそうです。

7月のプログラム

1325回 12:30
07月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会長・幹事他の抱負　会長・幹事
・副会長　理事会②

1326回 18:30
07月13日(土)

ﾎﾃﾙ八の坊   前年度会長・幹事慰
労会　クラブ管理運営委員会　　

1327回 12:30
07月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会①
田中祐G補佐期首訪問　

1328回 12:30
07月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会②
前年度事業・決算報告

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

1324 回 28 名  22 名 -  78.57 ％

1322 回  29 名 25 名  3名  96.55 ％

●欠席者(　6　名　)

　井上武雄、芹澤和子、下田朗弘、下原満知子、

　鈴木和憲、鶴田龍聖

●他クラブへの出席者

　久松　但(6/21 名古屋北RC) 神尾栄一(6/21 裾野

　RC) 本村文一(6/27　富士山吉原RC)

●スマイル報告

1.永井克彦：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

います。2.重光　純：皆様、一年間、ご協力いただ

き、ありがとうございました。

3.芹澤貞治、4.名古良輔、5.本村文一、6.宮島賢次、

7.植松　正：鈴木会長、重光幹事、一年間、御苦労

様でした。8.杉山真一、9.成田みちよ、10.土屋昌

之、11.頴川ゆう子、12.神尾栄一、13.渡邉勝也、

14.内田逸美、15.山本宜司：鈴木会長、重光幹事、

一年間、ありがとうございました。16.杉山惠嗣：

鈴木会長の御母堂様のご冥福をお祈りします。名札

を、自宅に持ち帰ってしまいました。17.永井克彦

：本日、所用の為、19:30に退席いたします。

会　　　長 鈴木和憲 幹　　  事 重光　純

広報委員長 神尾栄一 編　集　者 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　43号
2019年06月 27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　■■

■さよなら例会　1年を振り返って■

■会長・幹事　クラブ管理運営委員■

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 1324 例会　会長挨拶◆◆
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頴川（２，１） 井上（　３　） 宮口（　３　） 宮島（④）＋１ 本村（　３　）

永井（３、１）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

久松(０,４) 神尾（１，１)

名古(④）+１ 成田(④)+２ 芹澤和(④)+１ 芹澤貞(３、免除) 重光(　④　) 下田(　④　)

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

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

山本(３，１) 例会出席％　 83 . 19　　% 地区報告　　92 . 92　　　%

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。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西RC

　6月28日(金)　 炉辺例会　移動例会

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。

臨時理事会報告　

1．報告事項

　8/3のIAC年次大会の登録料の支払いをしました。

2．協議事項

①次年度予算について、特別会費を変更し、米山梅吉

　記念館50周年記念式典登録料を予算化しました。

②2019年度規定審議会によるクラブ定款・細則の変更

　について、2019～2020年度中に改訂を行い、実施は

　2020～2021年度とすることにしました。

    　　 1年をふりかえって

　会長年度の一年を振り返って　鈴木和憲

　2018-19年度も今日の1324回の例会が最後となりまし

た。この一年間は長くもあり短くもあり、皆様のアド

バイスを受けながら、何とか務めることができたと思

います。ありがとうございました

　毎回の例会には、どのような挨拶をしたらよいかと

悩みました。ロータリーのことだけでは話す種も尽き

てしまいそうで色々と思案しました。

　ある時、ロータリーに限らなくても良いと聞かされ、

そしたら少し気が楽になりました。

自分的には月初の例会にはその月のRD-800ロータリー

のスローガンがあるのでその話をまず話すことに心が

けました。そして、そのほかの例会では皆さんに興味

を持っていただけるような話を色々ニュースや雑誌、

その他もろもろ話のネタになるものを探して会長挨拶

として話をさせていただきました。なにせ、人前で話

をすることが苦手で、その場をどう持たせようか悩み

ました。結局ある意味、開き直って原稿を作りそれを

見ながら話そうと思いました。歴代の会長さんは、話

がとても上手で感心しましたが、自分は自分のスタイ

ルでやるしかないと決めて、一年間やってきました。

皆さんには、お聞き苦しかったことと思いますが。お

付き合いいただきありがとうございました。

　この一年を振り返ってみると，入会4年目の私が会長

に押されて何もわからないまま昨年7月にスタートし皆

様に叱咤激励され何とかここまで務めることができま

した。昨年、私が会長をお受けしたときクラブテーマ

を「何か新しいことに挑戦しよう」としました。

　そして、当クラブでは、初めてとなる米山記念奨学

生の世話クラブとして認められ、中国の唐　丹さんを

受け入れることが決まりました。彼女は、2019年4月よ

り2021年3月までの2年間預かることが決まっておりま

す。これも皆様のご協力の賜物と感謝しております。

今後も世話クラブの責任と、カウンセラーとしての役

割を十二分に果たしてゆきたいと思っております。

会長就任当初は、あんなことやこんなこともと色々思

いましたが、やはりまず一歩からと一つ新しいことに

チャレンジできたことが良かったと思っております。

　後は、ほとんどのことが重光幹事や各委員会の人た

ちの年間を通じての活動予定が無難なくこなせたので

はないかと思います。会員の皆様のご尽力に感謝する

次第です。とにかくこの一年を振り返って無事にこな

せたのではないかと思っております。

　一年間本当にありがとうございました。

　　　　　　　　重光　純　　幹事

　無事に幹事としての最後の例会を迎えることができ

ました。

　会員の皆様には、今年度のクラブ運営に多大なご協

力を賜りましたことをこの場を借りてお礼を申し上げ

ます。

　振り返ってみるとあっという間の1年間でした、と言

いたいところですが、今回はようやく終わったという

感じです。

　入会3年目であった前回の幹事とは違い、きちんと務

めを果たさないといけないと柄にもなく気負っていた

のかもしれません。

幹事は、例会で幹事報告をするだけではなく、ガバナ

ー公式訪問や会長幹事会、他クラブとの合同例会など

において、会長とともに対外的に当クラブを代表する

立場であることから、それに相応しい言動をするよう

心がけておりました。

　とはいえ、色々と至らぬ点があったことから、会長

を始めとする皆様にご迷惑やご心配をおかけしたこと

については、大変申し訳なく思っております。

今回の経験を生かし、クラブのお役に立てるよう努め

る所存ですので、今後ともどうぞよろしくお願いいた

します。
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さよなら例会　懇親会

    開会挨拶・乾杯　久松　但　クラブ管理委員長

 アトラクション　　マリンバ＆ギター　デユオ

 ギター:佐々木優樹さん マリンバ 石川裕子さんの演奏

           司会は、田村治義　君

                Mテーブル

　　　　　

　　　　　　　　　Aテーブル

　        　　   

 　　　　　　 Bテーブル

　　　　　　　　　Cテーブル　

　　　　　　　　　Dテーブル

　　　　　　　 Eテーブル

　　最後の締めは、次期クラブ管理運営委員長

　　　　　植松　正　君による万歳三唱




