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今年度会長に就任しました久松但です。まず

は、鈴木和憲前会長、重光純前幹事1年間ご苦労様

でした。来週は伊豆長岡で慰労会ですので楽しみに

して頂ければと思います。

さて、会長は2010～2011年度に務めて以来9年

ぶりです。2010～2011年度は創立20周年の年度で

したが、2011年 3月 11日に東日本大震災を受け

て、祝賀会は行わず、通常例会の中で20周年記念

例会を行いました。当時を思い出すと、被災者の気

持ちを察し、御祝い事はすべて自粛するという状況

でした。あれから9年後、再び会長に就任するとは

夢にも思いませんでしたが、30周年を来年度に控

え、1年間会員増強に努めながら会長職を務めてま

いりたいと思いますので、皆様のご協力をよろしく

お願い申し上げます。

さて、今月1日に国税庁から2019年の路線価が

公表されました。路線価は、相続税や贈与税を計算

する際に土地を評価するために用いられる土地1㎡

当たりの評価額です。今年は、全国平均で昨年を

1.3％上回り、バブル崩壊後初めて4年連続の上昇

となり、沖縄の他、大都市を中心に東京・宮城・福

岡・京都では3％を超える上昇となりました。

静岡県は、前年度0.6％下回り、11年連続で下

落しました。東日本大震災以降、海に面している静

岡県は土地の評価が下がっています。沼津でも南口

は若干下がっており、例えばラクーンの前で坪79

万円、沼津港入口で坪26万円と共に1万円程度下

がっています。一方、郵便局本局の前は36万円と

変わっておらず、北口は比較的安定しています。現

在では、国税庁のホームページから全国の路線価を

見ることもでき、広さがわかれば簡単に評価額を計

算することができるようになりました。また、路線

価が、国土交通省が毎年3月に公表する公示価格の

80％程度とされることから、路線価を1.25倍する

ことで公示価格を推定し、売買価額の参考にするこ

ともできるのです。

7月のプログラム

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

8月のプログラム

08月01日(木) 裁量休会

1329回 18:30
08月08日(木)

みしまプラザホテル　納涼例会　
クラブ管理運営委員会　移動例会
夜間例会

08月15日(木) 祝日週休会

1330回 12:30
08月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー公式訪
問　安間みち子ガバナー理事会③

1331回 12:30
08月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山記念館創立
50周年式典について　宮島賢次君

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

1325 回 29 名  26 名 -  89.66 ％

1323 回 27 名  24 名  2 名  96.30 ％

●欠席者(　3 名)

　井上武雄、神尾栄一、下原満知子

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 渡邉　勝也

2019 ～2020 年度

第 29巻　01号
2019年 07月 04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)
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■ 会長・幹事他の抱負　会長・幹事・副会長 ■
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●他クラブへの出席者

　渡邉勝也(6/30　IAC連絡協議会)　　　　　　　　

　久松　但、成田みちよ(7/2　沼津北RC)

　鶴田龍聖(7/2　伊豆中央RC)　

　永井克彦(7/2　北海道2500ロータリーEクラブ)

●スマイル報告

1.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございます。

　入会記念日のお祝いありがとうございます。

2.渡邉亀一、3.久松　但、4.宮口雅仁、5.土屋昌之、

6.山本宜司、7.永井克彦：入会記念日のお祝いあり

　がとうございます。

8.久松　但：1年間、宜しくお願いします。

9.成田みちよ：皆様、1年間、宜しくお願い申し上げ

　ます。

10.鈴木和憲：久松会長、成田幹事、他今年度の役員

　の方。1年間、宜しくお願い致します。

11.芹澤貞治：久松会長、成田幹事、1年間、指導宜

　しくお願いします。

12.名古良輔、13.鈴木良則、14.本村文一、15.宮島

　賢次、16.植松　正、17.杉山真一、18.重光　純、

　19.田村治義、20.土屋昌之、21.頴川ゆう子、22.

　渡邉勝也、23.山本宜司、24.山田和典：久松会長、

　成田幹事、1年間、宜しくお願い致します。

25.鈴木和憲：先週、休ませてもらい、母の葬儀が無

　事終わりました。ありがとうございました。

26.名古良輔：来週の慰労会は、講習会のため、欠席

　します。

27.鶴田龍聖：先のさよなら例会は、残念乍ら、所用

　の為に、欠席させて頂きました。

28.山田和典：7/18の例会を欠席いたします。

幹　事　報　告幹　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、理事の方はよろ

　しくお願いいたします。

②次週、7/13(土)は、18:30よりホテル八の坊にて、

　慰労会です。

③7/25の前年度事業報告の原稿を、次週11日(木)ま

　でに、事務局にご提出ください。

④米山梅吉記念館50周年記念式典会場下見を7月11

　日(木)・8月1日(木)の2日間東レ総合研修センター

　にて行いますので、出欠席を御提示下さい。

理　事　会　報　告理　事　会　報　告　

1, 報告事項

・鶴田龍聖君のご家族より、今後の夜間例会につい

　て欠席させて頂きたいとの申し出がありました。

・7月28日(日)米山奨学セミナーが、米山梅吉記念館

　にて開催。出席者：久松会長

・日本のロータリー100周年記念バッジ購入について、

　30人分購入。

2, 協議事項

①8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

②8月8日(木) 納涼例会の件　クラブ管理運営委員 

　植松 正 君

　例会は会長挨拶のみ点鐘なし　→　承認

③8月3日(土)開催のIAC年次大会交通費を加藤学園

　IACに支給する件。→　承認

・会場：藤枝順心高校開催　

・参加者：加藤学園は引率教師1名生徒3名、渡邉勝

　也君欠席　→承認

④7月27日(土)地区RC財団セミナーの件

・出席者 久松会長・宮口財団委員長　

・交通費支給の件　→　承認

・会場　静岡グランシップ

⑤ 8月4日(日)開催の地区RC会員増強セミナーの交通

　費支給の件

・出席者 鈴木和憲会員増強委員長

・会場： アクトシティー浜松　→　承認

⑥7月11日(木)・8月1日(木) 両日13:00～ 米山50周

　年記念の事前準備として、

　東レ総合研修会館にて会場見学・説明会を行う際、

　出席者はメイクアップ扱いとする。→　承認

⑦沼津朝日新聞、静岡新聞に当会役員を掲載する件

　→　承認

2, その他

・沼津柿田川RCより、9/7(土)柿田川清掃の前、午前

　中に学友会、奨学生、IACを集め交流会をやらない

　かという打診あり→会長が生徒の都合を確認し後

　日報告

・会長は、9/5の例会を早退する可能性あり、理事会

　を9/19に移動をお願いするか、9/5の例会前に開催

　するか、予定が固まり次第、判断を仰ぎたい。

・少年サッカー大会開会式の日程が決まり次第、関

　係者に連絡する。
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会長・幹事他の抱負会長・幹事他の抱負

2019～2020年度会長 久松 但

　今年度は、米山梅吉記念館や米山奨学会の寄付等

費用の増加が見込まれることから例会の回数を40回

とし、特別会費も1万円増加させていただきました。

例会数については、異論もあるかと思いますが、ご

理解のほどよろしくお願いします。

　9月には米山梅吉記念館 50周年記念式典がありま

す。10月には沼津4クラブのポリオ撲滅のための募

金活動が実施されます。その他、今年度独自の活動

は予定しておりませんが、千本浜清掃などの活動は

従来通りです。なお、6月には初めて親睦活動とし

て日帰り旅行を行いたいと考えていますので、多く

の会員に参加して頂けたら嬉しいです。

さて、次年度は創立30周年を迎えることになります。

30周年記念例会の際には、会員数も30人を超える

ようにしたいと思っています。そして、令和2年 6

月最終例会にこの壇上に立てるよう、健康に気を付

けて1年間を全うしたいと思っています。

幹事　成田みちよ

　この度、幹事という大役を仰せつかりました、成

田です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　2009年 5月に入会させて頂き、丁度、丸 10年を迎

えました。今日この日を迎えるにあたり、職業的な

事も考慮頂きながら、十分すぎるほどの準備期間を

与えて下さり、また、幹事としての心構えをご指導

下さいました皆様に心から感謝申し上げます。

　今期、久松会長が掲げましたクラブテーマが「ロ

ータリーと共に考えよう」です。

　私自身も幹事という役務を通して、職場や地域、

家庭に於いて何が出来るのかを久松会長の下で一年

間、学んで行きたいと思います。

会長の思いや目標を理解し、クラブの運営が一年間

スムーズに行えますよう、幹事として各委員会･事務

局との連絡、調整をさせて頂きながら、皆様との橋

渡しを精一杯させて頂きたいです。

　私個人的な一年の目標ですが、円滑に物事を進め

る為にも、皆様とのコミュニケーションは最大の必

須だと思います。その為には自らが積極的にクラブ

活動に参加する事が一番大切だと考えています。皆

様と貴重な一時を楽しく過ごせます為にもきちんと

例会に出席し、皆様お一人お一人と言葉を交わしな

がら、常に周りに配慮する事を目標に致しました。

　勉強不足の私では有りますが、どうぞ一年間、円

滑にクラブ運営が出来ます様、皆様のお力添えをお

願いしたいと思います。一年間ご指導の程、どうぞ

宜しくお願い申し上げます。

副会長　植松　正

　副会長の役割は、当クラブ細則によると、「会長

不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合に

おいて議長を務め、その他通常その職に付随する任

務を行う」となっています。つまり、会長や二度の

幹事をはじめロータリアンとして経験豊富な久松会

長がフルに出席さえしていただければ、副会長とし

ての私の仕事はないことになります。

　そうは言いましても、一方でクラブ管理運営委員

長としての責務はしっかりと果たしたいと思ってお

ります。クラブの例会を効果的に運営すべく、魅力

あるプログラム作成し、出席率向上に努めてまいり

たいと存じます。

　最後に、次年度会長としてクラブ創立30周年を迎

えるにあたり、今秋より実行委員会を立ち上げ、周

年記念事業等の検討に取り掛かりたいと考えており

ます。その節には会員皆様のご協力をお願い申し上

げます。
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東京オリンピックは、2020年 7月 24日から17日

間開催されます。ちなみに来年の7月 24日は金曜日

ですが、「スポーツの日」となり祝日です。また、

その前日の木曜日も「海の日」となり祝日となりま

す。オリンピックはオリンピック憲章の中で開催日

数が定められており、サッカーのワールドカップの

ように1か月に渡って開催するということができま

せん。このため、体力を消耗するサッカー競技のよ

うなスポーツは、開催期間の中で競技を終了でき

ず、開会式の前から予選リーグが始まります。

東京オリンピックのチケットは、750万人のID

登録に対し、7月4日の申し込み期限までに購入さ

れたのは322万枚です。この時点で約1割以上の人

がキャンセルしたものとされ、2次募集が決定しま

した。2次募集も当初は先着順でしたが、抽選に変

更となりました。

一方、東京オリンピックで懸念されていること

の一つに、新国立競技場のオリンピック終了後の使

い道があります。新国立競技場は、当初陸上用ト

ラックを廃止し、球技専用スタジアムに転用される

予定でしたが、陸上関係者から陸上トラックの撤去

に対し異論が出され、再度協議が行われています。

オリンピックスタジアムが負の遺産にならないよう

願うばかりです。

また、昨今の韓国との徴用工問題等により、韓

国がオリンピックをボイコットするかもしれないと

いう懸念も出てきました。政治的な問題がオリン

ピックに影響が出ることは、過去にもありました

が、早く解決し、東京オリンピックが過去最大のス

ポーツの祭典となることを期待するばかりです。

さて、本日は、鈴木和憲前会長と重光純前幹事

の慰労会です。1年間ご苦労様でした。ゆっくり休

んで頂きたいと思います。

7月のプログラム

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

8月のプログラム

08月01日(木) 裁量休会

1329回 18:30
08月08日(木)

みしまプラザホテル　納涼例会　
クラブ管理運営委員会　移動例会
夜間例会

08月15日(木) 祝日週休会

1330回 12:30
08月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー公式訪
問　安間みち子ガバナー理事会③

1331回 12:30
08月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山記念館創立
50周年式典について　宮島賢次君

クラブ管理運営委員会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

1326 回 27 名  18 名 -  66.67 ％

1324 回 28 名  22 名  4 名  92.86 ％

●欠席者(　9 名)

　頴川ゆう子、宮口雅仁、本村文一、永井克彦、  

　名古良輔、下田朗弘、下原満知子、土屋昌之、  

　内田逸美

●他クラブへの出席者

　芹澤和子、下原満知子(7/9　沼津北RC)

　久松　但、成田みちよ、宮島賢次、神尾栄一、

　芹澤貞治、鶴田龍聖、内田逸美　(7/11　東レ研

　修センター下見)

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 渡邉　勝也

2019 ～2020 年度

第 29巻　02号
2019年07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　■■

■ 前年度会長・幹事慰労会 ■

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 ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第 1326 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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●スマイル報告

1.鈴木和憲：1年間、ありがとうございました。

2.重光　純：本日は、ありがとうございます。

3.鈴木博行：会長・幹事、1年間大変でしたね。

4.久松　但、5.芹澤貞治、6.井上武雄、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.鶴田龍聖、14.神尾栄一、15.

　渡邉勝也、16.山田和典、17.杉山惠嗣：鈴木会長、

　重光幹事、1年間、ご苦労様でした。

18.芹澤和子：ゴルフコンペで、久しぶりに優勝致し

　ました。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川RC

　7月17日(水) 夜間例会 サインMU受付 11:30-12:30

②長泉RC

　7月17日(水) 夜間例会 サインMU受付 10:30-12:30

　7月31日(水)　 特別裁量休会　ビジター受付無し

2.連絡事項

①8/8(木)の、納涼例会の出欠席をご記入下さい。

②9/14(土)の、米山梅吉記念館創立50周年記念の出

　欠席を、ご記入下さい。

③7/25の前年度事業報告の原稿を、事務局にご提出

　ください。

会長・幹事慰労会　会長・幹事慰労会　

　　　

　　　久松会長挨拶　　　　　会場内の皆様

　　

　　前年度鈴木会長へ　　　　前年度重光幹事へ

　　　　　　　一年間お疲れ様でした。

サッカー大会開会式サッカー大会開会式

名称：第5回沼津西ロータリーカップU10開会式

日時：令和元年7月14日(日)　AM8時15分～8時25分

場所：沼津市立大岡小学校　体育館

参加者：沼津サッカー協会役員（会長以下数名）

　　　　沼津西RC　久松会長、植松会員

　　　　選手（U10）、コーチならびに父兄

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

永井（　④　）

植松（　④　）

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

久松(２,２) 神尾（３，１)

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

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

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

山本(　④　) 例会出席％　84 . 96 　　　% 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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今年の夏は昨年と打って変わって、冷夏のよう

です。冷夏というと約25年前の平成5年に米が凶作

となり、タイ米を緊急輸入したことを思い出しま

す。当時は「平成の米騒動」などと呼ばれ、私も初

めてタイ米を食べましたが、白米では食べることが

できず、炒飯などにして食べた記憶があります。気

温も7月の下旬だというのに連日25度を下回り、梅

雨明けも8月以降だったと思います。

7月に気温が低く、日照時間が短いと植物は光合

成ができず、生育に影響が出ます。これにより、米

だけでなく夏野菜も値上がりし、家計を直撃しま

す。ただ、平成5年の時は、全国的に冷夏となり日

照時間も短かったのですが、今年は西日本や日本海

側で比較的気温が高いので、状況は平成5年の時ほ

ど悪くはないようです。また、米の備蓄も当時より

は多いので「令和の米騒動」にはならないと思いま

すが、各家庭が米を余分購入するような行動をとる

と、平成5年の二の舞いということもあるかもしれ

ません。

また、冷夏が景気に影響を与える可能性も出て

きました。夏暑く、冬寒いのが景気が良くなる環境

ですが、今年は10月に消費税の増税もあり、その

前の7月 8月に冷夏で消費が控えられると、一気に

景気が減退するということもありえます。夏の日照

時間が10%減少すると、家計の消費支出が0.4%減少

するというような統計数値もあるようです。早く、

梅雨が明けるのを願うばかりです。

さて、本日は田中祐ガバナー補佐の期首訪問で

す。この後、ご挨拶を頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。また、後半はクラブ協議会と

なりますので、委員長の方々には、発表をよろしく

お願いします。

7月のプログラム

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

8月のプログラム

08月01日(木) 裁量休会

1329回 18:30
08月08日(木)

みしまプラザホテル　納涼例会　
クラブ管理運営委員会　移動例会
夜間例会

08月15日(木) 祝日週休会

1330回 12:30
08月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー公式訪
問　安間みち子ガバナー理事会③

1331回 12:30
08月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山記念館創立
50周年式典について　宮島賢次君

クラブ管理運営委員会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

1327 回 28 名  23 名 -  82.14 ％

1325 回 29 名  26 名  1 名  93.10 ％

●欠席者(　5 名)

　神尾栄一、永井克彦、重光　純、渡邉勝也、    

　山田和典

●他クラブへの出席者

　山田和典、下田朗弘(7/17　沼津柿田川RC)

　名古良輔(7/17　eCLUB ONE)

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 渡邉　勝也

2019 ～2020 年度

第 29巻　03号
2019年 07月 18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①　ガバナー補佐期首訪問 ■

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 ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第 1327 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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●スマイル報告

1.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.久松　但、3.成田みちよ：田中ガバナー補佐、齋藤

　ガバナー補佐事務局、本日は宜しくお願いします。

4.久松　但、5.成田みちよ：山口沼津北RC会長、馬

　場沼津北RC幹事、訪問ありがとうございます。

6.芹澤貞治：田中ガバナー補佐、齋藤事務局、本日

　は宜しくお願いします。又、沼津北RC会長、幹事、

　いらっしゃいませ。

7.名古良輔、8.芹澤和子、9.土屋昌之、10.鈴木和憲：

　田中ガバナー補佐、齋藤ガバナー補佐事務局、よ

　うこそお越しくださいました。本日は、宜しくお

　願いします。

11.下原満知子、12.頴川ゆう子：先週、欠席致しまし

　て、すみませんでした。会長、幹事、お疲れ様で

　した。

13.下田朗弘：会長、幹事慰労会を欠席しまして、す

　みません。1年間ありがとうございました。本日、

　早退します。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西RC

  7月19日(金)　 特別休会

②裾野RC

　7月19日(金)　 移動例会　MU受付　10:30-12:30

③富士山吉原RC

　7月25日(木)　移動例会　MU受付無し

2.連絡事項

①8/8(木)の、納涼例会の出欠席をご記入下さい。

②9/14(土)の、米山梅吉記念館創立50周年記念の出

　欠席を、ご記入下さい。

クラブ協議会　①クラブ協議会　①

　　　　　　　　幹事 成田 みちよ

　本日のクラブ協議会では、田中ガバナー補佐・斉

藤ガバナー補佐事務局ご同席の元各委員会の事業計

画についての報告を行いました。

　最初に、久松但会長より、始めの挨拶、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

ジ向上委員会長代理として山本宜司委員・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、今期会計の下原満知子君より本年度の会

計予算の説明をして頂き、最後に田中ガバナー補佐

より講評を頂戴致しました。

　本年度は米山奨学生の世話クラブです。また、地

区内にあります米山梅吉記念館の設立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。

　公共イメージ向上ではMY ROTARYの登録者100%の目

標もあります。会員増強では、１名増員を今期の目

標としています。

　年間例会数のことなど例年と違い、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、ご協力を賜りたいと存じます。

　皆様、どうぞ一年間宜しくお願い申し上げます。

　　　

　　　　　　　　田中ガバナー補佐

　　　　沼津北ロータリークラブ　山口会長

　　　　　　　久松会長・成田幹事　　
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本日は、前年度事業報告です。鈴木和憲前会

長、重光純前幹事、後半よろしくお願いします。

さて、今日は公認会計士の仕事について話をし

たいと思います。公認会計士と税理士の違いが良く

分からないと言われますが、公認会計士と税理士の

仕事は全く違います。公認会計士も税理士もクライ

アントから報酬を得て仕事をするという点では一緒

ですが、公認会計士は第三者の立場から決算書の正

しさについて保証書を出す仕事です。決算書が正し

くなければ、株主や投資家は何を基準に株を購入し

たら良いのかわかりません。そこで誰かが正しく作

成されていることを証明しなければならないので

す。公認会計士は、社会のインフラの一つとされ、

証明業務（監査）は、公認会計士の独占業務です。

このことは世界共通で、どの国にも公認会計士は存

在します。日本では、ビック4と呼ばれる監査法人

が存在します。大手の監査法人の場合、公認会計士

が4,000人以上所属し、職員も含めると合計6,000

人を超え、売上高も1,000憶円あるとともに、海外

にも20か所以上の事務所を構えるというような大

企業です。

一方、税理士は、クライアントの立場から決算

書を作成したり、税額計算を行って税務申告書を作

成します。

地方の公認会計士は、税理士登録も行ってお

り、公認会計士業務を行うとともに、税理士業務も

行っています。そこで公認会計士が税理士業務を

行っていると、一般の方々は、それが公認会計士の

仕事と勘違いし、税理士との違いが判らなくなるの

だと思います。実際は、公認会計士が税理士登録を

行って、税理士として仕事をしている、というのが

実態です。

8月のプログラム

08月01日(木) 裁量休会

1329回 18:30
08月08日(木)

みしまプラザホテル　納涼例会　
クラブ管理運営委員会　移動例会
夜間例会

08月15日(木) 祝日週休会

1330回 12:30
08月22日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー公式訪
問　安間みち子ガバナー理事会③

1331回 12:30
08月29日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山記念館創立
50周年式典について　宮島賢次君

クラブ管理運営委員会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

1328回 28名 23名 - 82.14％

1326回 27名 18名 5名 85.18％

●欠席者(　5 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、本村文一、  

  下原満知子

●他クラブへの出席者

　内田逸美(7/19　裾野RC)

　永井克彦(7/21　愛知ロータリーEクラブ)

●スマイル報告
1.土屋昌之：誕生日のお祝いありがとうございます。
2.鈴木博行：35年連続100%表彰ありがとうございま
　す。
3.名古良輔、4.久松　但、5.宮島賢次、6.植松　正、
　7.杉山真一、8.重光　純、9.田村治義、10.鶴田龍
　聖、11.鈴木和憲、12.山田和典：出席100%表彰、
　ありがとうございました。
13.成田みちよ：出席表彰の皆様、おめでとうござい
　ます。
14.重光　純：本日のクラブ協議会、宜しくお願いし
　ます。
15.久松　但、16.成田みちよ、17.鈴木良則：前年度
　報告を、宜しくお願いします。
18.永井克彦：本日、早退いたします。

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 渡邉　勝也

2019 ～2020 年度

第29巻　04号
2019年 07月25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②　前年度事業・決算報告■ 

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 ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第1328 例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ
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幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西RC

  7月19日(金)　 特別休会

②裾野RC

　7月19日(金)　 移動例会　MU受付　10:30-12:30

③富士山吉原RC

　7月25日(木)　移動例会　MU受付無し

2.連絡事項

①8/8(木)の、納涼例会の出欠席をご記入下さい。

②9/14(土)の、米山梅吉記念館創立50周年記念の出

　欠席を、ご記入下さい。

クラブ協議会　②クラブ協議会　②

　　　　　　　　　　　　　前年度幹事　重光　純

　本日のクラブ協議会では、昨年度の事業報告が行

われました。

　最初に、クラブ管理運営委員会の久松但委員長か

ら、昨年度のプログラム、出席及び親睦の各活動内

容についての報告がなされました。

　続いて、公共イメージ向上委員会の杉山真一委員

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。

FACEBOOKについてはページの作成はしたものの運用

開始に至っていないとのことですので、今年度以降

の検討事項となると思われます。

　次に、会員増強維持委員会の宮島賢次委員長から、

純増2名を達成したものの、目標であった30名にあ

と1名及ばなかったこと、各会員との会員増強に対

する危機感の共有に至らなかったことについて反省

の弁が述べられました。

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和子委員長

から、財団への各種寄付を実施したこと、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、クラブとして初めて

奨学生の世話クラブ・カウンセラーの引き受けをし

たこと等の報告がありました。

　その後、S・A・Aの土屋昌之君からスムーズな例

会運営や会員相互の親睦を図ったことの報告が、会

計の渡邉勝也君から昨年度の決算報告が、それぞれ

なされた後で、最後に、鈴木和憲前年度会長から総

括とクラブ運営へのご協力に対する感謝の言葉が述

べられました。

以上でクラブ協議会は閉会となり、昨年度に関する

事業や行事はすべて終了致しました。昨年度のクラ

ブ運営に対する会員の皆様のご協力に深く感謝申し

上げます。

出　席　表　彰出　席　表　彰

○ホームクラブ　100％　

　宮島賢次君、杉山真一君、鈴木博行君、

　植松　正君

○最多出席者　　宮島賢次君（64回）

○100％　累積　5年　　　　　なし　

　　　　　　　10年　　　　　杉山真一君

　　　　　　　15,20,30年 　 なし

　　　　　　　35年　　　　　鈴木博行君

○100％出席（11名）　　　　　　　　　　 

　久松　但君、宮島賢次君、名古良輔君、重光　純

　君、杉山真一君、鈴木博行君、鈴木和憲君、田村

　治義君、鶴田龍聖君、植松　正君、山田和典君　




