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本日は、沼津を離れ、みしまプラザホテルでの

納涼家族例会です。クラブ管理運営委員会の皆様に

は、準備等ご苦労様でした。これからの時間もよろ

しくお願いします。

さて、本日は「ロータリー米山記念奨学会」に

ついて話をしたいと思います。なお、7月 28日の日

曜日に米山梅吉記念館にて、2620地区の「米山記念

奨学セミナー」がありましたが、この内容とも重な

りますが、詳細は9月の第1週の例会におきまし

て、ご報告する予定です。

ロータリー米山記念奨学会は、日本のロータ

リーの創設者米山梅吉翁の死後、彼の偉業を称え、

その精神を受け継ぐ意味で、日本で学ぶ外国人留学

生を支援する事業として1952年に東京ロータリー

クラブの提唱で始まった事業です。

奨学生としては、国内最大級で累計2万人を超

えています。今年度は全国で850人となり、今年度

の2620地区の奨学生は唐丹さんを含めて23人で

す。

奨学生の数は寄付金額で決定し、各クラブから

の寄附金は、一部の管理費を除き、全て奨学事業に

使われます。奨学金は、毎月10万円ですが、返済

を要する貸与形式ではなく給与形式ですので、この

奨学金によってアルバイトをする必要が無くなり勉

学に専念できます。このため、留学生にとっては、

大学を卒業後も感謝されることが多いようです。

卒業後は学友会制度があり、国内33地区、海外

でも9か国にあり、世界大会なども開かれていま

す。各国の政界や経済界にも元奨学生がおり、これ

ら学友たちが各国で活躍することが、この制度の誇

りにもなるのです。

8月のプログラム

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

1329回 25名 18名 - 72.00％

1327回 28名 23名 3名 92.86％

●欠席者(　7 名)

　頴川ゆう子、宮口雅仁、本村文一、重光　純

　下田朗弘、杉山惠詞、内田逸美

●他クラブへの出席者

　宮島賢次、芹澤和子(7/27　米山梅吉記念館)

　久松　但、宮口雅仁(7/27　ロータリー財団セミ

　ナー)　久松　但(7/28　米山記念奨学セミナー)

　下田朗弘、重光純、内田逸美、本村文一(7/30　

　沼津北RC)宮島賢次、頴川ゆう子、井上武雄、名

　古良輔、成田みちよ、芹澤和子、重光　純、下原

　満知子、土屋昌之、山田和典、山本宜司(8/1　東

　レ研修センター下見)　内田逸美(8/2　沼津RC)

　鈴木和憲(8/4　地区会員増強・維持セミナー)

●スマイル報告
1.久松　但、2.成田みちよ、3.宮島賢次、4.杉山真一、
5.山田和典：残暑お見舞い申し上げます。皆様、本
　日は、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
6.山本宜司：残暑お見舞い申し上げます。まだまだ
　暑いので、頑張りましょう。
7.土屋昌之：本日は、宜しくお願いします。
8.神尾栄一：休みが続き、すみません。
9.D･Eテーブル：D･Eテーブル、テーブル会残金で
　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 山本　宜司

2019 ～2020 年度

第29巻　05号
2019年 08月 08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　■■

　■　みしまプラザホテル　納涼例会　■  

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1329 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沼津北RC
　8月13日(火)　休会　MU 11:30-12:30
②富士山吉原RC
　8月15日(木)　祝日週休会　MU 受付無し
③沼津柿田川RC
　8月14日(水)　休会　MU 受付無し
④沼津RC
　8月16日(金)　裁量休会　MU 11:30-12:30 
2.連絡事項
①次週8/15(木)は、祝日週休会です。
②次々週8/22(木)は、理事会が有りますので、理事の方
　は出席及び協議資料の提出をお願い致します。
③22日(木)は、ガバナー公式訪問です。多くの皆様のご
　出席をお願い致します。

臨時理事会報告臨時理事会報告

①永井克彦君･下原満知子君の休会届けについて⇒ 承認

みしまプラザ納涼例会みしまプラザ納涼例会

司会は、山田さん　　　　鈴木前会長による乾杯

　　久松会長夫妻、植松副会長夫妻、成田幹事　

　鈴木前会長夫妻、名古さん、田村さん、山田さん

　　芹澤さん、鶴田さんご夫妻、芹澤和子さん

　　神尾さん家族、渡邊さん、川口さん

　　杉山さんご家族

 　鈴木さん、井上さん、宮島さん、土屋さん、山本

　アトラクション　　　　　芹澤和子さんの中締め

　　マジックショー

　
頴川（２、１） 井上（２、１） 宮口（３，１） 本村（２、１）

永井（２，２）

植松（　④　）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

久松(④)+４ 神尾（１，１) 宮島（④）+２

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

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

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

山本(　④　) 例会出席％　80 . 36 　　　% 地区報告　　91 . 96 　　　%

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、安間みち子ガバナーを迎えてのガバ

ナー公式訪問です。先ほど11時より安間みち子ガ

バナー、中村皇積地区幹事及び田中祐ガバナー補佐

とともに会長・幹事会を開催し、クラブの現況と戦

略計画について意見交換を行いました。

クラブの現況については、昨年度は退会者もな

く、2名の増員で期末を迎えられたこと、また今年

度は、女性会員をあと1人増やすことで、30名にな

るとともに女性会員の割合が20％に達する旨、報告

しました。このことは、クラブ戦略計画にも記載が

あり、その計画については一定の評価をして頂きま

したが、もう少し具体的な内容があるとクラブの活

性化につながる旨、意見を頂きました。

また、クラブ戦略計画の中の「10年後ガバナー

輩出」との記載については、焼津ロータリークラブ

において、松村ガバナーを輩出した例を挙げて、そ

のことがクラブの一体化と活性化に役立った旨の意

見を頂きました。具体化するかどうかはわかりませ

んが、クラブの目標として、会員がそのようなこと

を意識することも必要なので計画として入れてみま

したと報告しました。

さらに、次年度30周年を迎えるにあたって、そ

の準備を年内には始めたい旨、報告しました。これ

については、周年記念が単に、そのことを祝うとい

うのではなく、この機会に会員増強に努めたり、記

念事業を通じて近隣社会にロータリークラブをア

ピールするなど、有効に周年記念を利用してほしい

旨、要望がありました。

その他、テーブル会の開催や、家族例会の開催

状況について質問があり、その実施状況や内容につ

いて報告するとともに、今年度は日帰り旅行を行う

予定であることも報告しました。

11時からの意見交換会は、話が途切れることな

く、1時間15分ほど続き、中村幹事・田中ガバナー

補佐からも多くの意見を頂き、これからのクラブ運

営の参考になったと感じました。

8月のプログラム

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

９月のプログラム

1332回 12:30
09月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区ロータリー
財団セミナー報告　米山記念奨学
セミナー報告　米山奨学委員会
理事会④

1333回 14:00
09月14日(土)

東レ研修センター米山梅吉記念館
創立50周年記念式典　米山梅吉記
念館委員　曜日変更移動

1334回 12:30
09月19日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区会員増強セ
ミナー報告　クラブフォーラム①
会員増強維持委員会

09月26日(木) 祝日週休会

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

1330回 27名 24名 - 88.89％

1328回 28名 23名 4 96.43％

●ゲスト
1.安間みち子第2620地区ガバナー：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　浜松ハーモニーRC
2.田中　祐第2620地区　静岡第2グループガバナー
　補佐：富士山吉原RC
3.中村皇積第2620地区　地区幹事：
　　　　　　　　　　　　　　　浜松ハーモニーRC
●欠席者(　3　名)

　神尾栄一、重光　純、内田逸美

●他クラブへの出席者

　神尾栄一(8/13　沼津北RC、8/16　沼津RC)

会　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 山本　宜司

2019 ～2020 年度

第 29巻　06号
2019年 08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　■■

■ガバナー公式訪問　安間みち子ガバナー■ 

　　　　　　　　　　理事会③             

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 1330回例会　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.名古良輔、2.成田みちよ：誕生日のお祝いありが　

　とうございます。

3.下田朗弘：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

4.渡邉勝也、5.下田朗弘：入会記念日のお祝いありが

　とうございます。

6.久松　但、7.成田みちよ、8.植松　正、9.鈴木良則、

　10.名古良輔、11.芹澤貞治、12.本村文一、13.宮島

　賢次、14.杉山真一、15.鈴木和憲、16.山本宜司：

　安間ガバナー、田ガバナー補佐、中村地区幹事、

　本日は、宜しくお願いします。

17.下田朗弘：前回、納涼例会を、欠席しまして、す

　みませんでした。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①裾野RC

  8月23日(金)　移動例会　MU 10:30-12:30

2.連絡事項

①本日は、理事会がありますので、理事の方はご出

　席お願いいたします。

理　事　会　報　告

1, 報告事項

①7月14日(日) 少年サッカー開会式に久松会長・植

　松副会長が出席致しました。

②9月7日(土) 柿田川清掃奉仕が行われます。   

③バナー月信ですが、地区HP上にて閲覧出来ますが、

　西RCのHPにも掲載致しましたので、ご確認下さい。

2, 協議事項

①9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。

②9･10月度座席の件  SAA　田村 治義 君 ⇒ 承認。

③Gノミニー推薦のについては、当クラブにおいて、

　今回推薦者は無し。⇒ 承認。

④10月9日(水) 沼津4RC合同例会出席の件 

・開催日時：令和元年10月9日 (水)　受付18:00～　

　点鐘:18:30

・会場:　沼津リバーサイドホテル　⇒ 承認。

⑤世界ポリオデープロジェクトの件について。

･ 本年度は西クラブ単独での募金活動は行いません

　が、沼津4RC合同街頭募金の参加のみとする。

･ 例会時に募金箱を用意し、募金を募る。⇒ 8月29

　日例会より行う。

⑥9月7日 柿田川清掃奉仕及び第2620地区交流会出席

　の件

･ 参加者として、鈴木 和憲 君 米山奨学生 唐さん。

　加藤学園IACですが、授業が在る為、欠席。

･ 各RC会員の参加の打診が再度在った為、8月29日例

　会にて参加者を募る事とする。

⑦地区大会登録の件

・日時:11月3日(日)～11月4日(月 祝)

・会場:アクトシティ浜松・オークラアクトシティホ

　テル浜松　⇒ 承認。

⑧永井克彦君休会の件

･理事会宛に9月末までの休会届けが提出された為、

　受理とする。⇒ 承認。

⑦ガバナー月信の件

･ 安間ガバナーの提案にて、今後例会時にプリント

　アウトした月信を各テーブルに配布し、会員の皆

　様に閲覧して頂く。　　

3, その他

①加藤学園IACの生徒さんがロータリークラブのボラ

　ンティア及び奉仕作業に参加した場合

　参加証明書を発行して欲しいとの事（大学受験の

　内申書提出の為）

･ クラブにて発行する事は可能な為、特に問題無し。

･ 奉仕活動の際、参加する生徒さん達の名簿を作成

　して頂き、確認する。

② 本年度のクリスマス例会時における寄付を皆様よ

　り募るのか？⇒ 本年度の寄付は行いません。

③ 田中G補佐より、当クラブ規約内に記載されてい

　る新規入会者の寄付金について、「規定審議会の

　決定により新規入会者の入会金の徴収は行わない

　」と言う説明が有り、沼津西RCも反映しているか

　？とのご指摘を受けた為、今後当クラブに於いて

　も、対応する事とする。

ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問　

　皆さま、こんにちは。

国際ロータリー第2620地区2019-20年度ガバナー安間

みち子です。1年間どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

 沼津西クラブさんは、女性がたくさんいらっしゃい
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ますね。国際ロータリーは2023年までに女性比率を

30%にする目標を掲げています。

　また、先ほどの会長幹事会にて久松会長から今後10

年間のクラブ戦略計画を伺いましたが、「ガバナーを

輩出する」との明確な目標に大変力強く感じました。

　さて、私は、ガバナーのもっとも大切な職務は、RI

会長のメッセンジャーとしてRIの変化、最新情報をク

ラブへお伝えすることと考えます。

本年度のRI会長テーマは、「ROTARY CONECTS THE 

WORLD」です。このテーマは、世界8ヶ国語に訳されて

おり、日本語訳は「ロータリーは世界をつなぐ」です。

テーママークの真中の丸は地球を表しています。その

周りは世界　東西南北各国の人々を表し、色の違いは

それぞれの人種や文化等の違いを表しています。その

人たちがロータリーを通して世界とつながっているこ

とを表現しています。

　今日は、サンディエゴの国際協議会でマローニー会

長が私たちガバナーに語った際の動画をお持ちしまし

たので、ご覧ください。　

　本年度からは、新しい国際ロータリーの戦略計画が

展開されます。これはビジョン声明を土台に、ロータ

リーが今後もダイナミックな組織であり続けるための

新しいステップであり、4つの優先事項を含むもので

す。RIのビジョン声明は、日本語訳よりも英語の方が

分かりやすいと思いますのでお示しいたします。大切

なキーワードは、「Together、皆で一緒に」、

「people unite、手をつないで」「take action、行

動する」です。RIの戦略計画に置ける4つの　優先事

項は、「より大きなインパクトをもたらす」「参加者

の基盤を広げる。」「参加者の積極的なかかわりを促

す。」「適応力を高める」です。

　世界中のロータリアンが、また沼津西RCの皆さまが

一緒に「つながり」を感じながらロータリーを推進し

ていくことを期待いたします。本日は、ありがとうご

ざいました。　　　　

　安間みち子 第2620地区ガバナー
　田中　祐第2620地区静岡第2グループガバナー補佐
　中村皇積 第2620地区　地区幹事
　久松　但会長　成田みちよ幹事



1

　　
　

厚生労働省は、年金財政について、いくつかの

制度改正を行った場合の効果についての試算を行い

ました。この中で、制度改正を行わず現状のままで

推移していくと、厚生年金は、現役世代の手取収入

の半分程度しかもらえないことが判明しました。

いくつかの制度改正の中で検討されているもの

に、現在では厚生年金に加入できないパート労働者

を加える案が考えられています。具体的には、月収

が58,000円以上のパート労働者を厚生年金の適用

範囲に加えることで、1,000万人以上の人が新たに

厚生年金に加入することになるようです。しかし、

企業側も保険料の半分を負担する必要があることか

ら、簡単には受け入れられないとの意見も多くあり

ます。

また、もう一つ検討されているものに、年金支

給開始時期を75歳からとする案も考えられていま

す。現在は60歳から70歳の間で選べますが、も

し、75歳からの支給とすれば、現役世代の手取並み

にもらえるとの試算もあるようです。しかし、この

ためには定年を遅らせるなど高齢者の働きやすい環

境を作る必要があり、また一方で、企業側としても

若い世代に責任のある仕事を任せるのが遅れるなど

検討課題も多くあるようです。

その一方で、収入の多い方に対し年金支給を停

止する「在職老齢年金制度」について、収入に関係

なく受け取れるように改正すると、

やはり「現役世代の手取収入の半分程度しかも

らえない」ということになるようです。なお、これ

を解消するためには年間4,000憶円の財源が必要と

なるため、実現は難しそうです。

さて、本日は、宮島賢次君による「公益財団法

人米山梅吉記念館」の50周年記念事業についての

会員卓話です。後半よろしくお願いします。

9月のプログラム

1332回 12:30
09月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区ロータリー
財団セミナー報告　ロータリー財
団委員会　米山記念奨学セミナー
報告　米山奨学委員会　理事会④

1333回 14:00
09月14日(土)

東レ研修センター　米山梅吉記念
館創立50周年記念式典　米山梅吉
記念館委員　曜日変更移動

1334回 12:30
09月19日(木)

地区会員増強セミナー報告　クラ
ブフォーラム①　会員増強維持委
員会

09月26日(木) 祝日週休会

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

1331回 27名 24名 - 88.89％

1329回 25名 18名 3名 84.00％

●ビジター

　1.原川　篤 様：沼津北RC

●米山記念奨学生

　唐　丹さん：米山記念奨学生

●欠席者(　3名　）

　頴川ゆう子、下田朗弘、杉山惠嗣

●スマイル報告

1.内田逸美、2.神尾栄一：誕生日のお祝いありがと

　うございます。

3.井上武雄、4.重光　純、5.神尾栄一：入会記念日の

　お祝いありがとうございます。

6.久松　但、7.成田みちよ、8.鈴木良則、9.本村文一

　：宮島様、本日の米山記念式典、宜しくお願いし

　ます。

10.名古良輔：今朝も5キロ走り、54ヶ月連続月100キ

　ロ走、達成しました。

11.重光　純：所用につき、早退させていただきます。

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 山本　宜司

2019 ～2020 年度

第 29巻　07号
2019年 08月 29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　■■

　■ 米山記念館創立50周年式典について ■ 

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

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

◆◆第 1331 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沼津柿田川RC

　9月4日(水)→7日(土)に例会変更　MU:11:30-12:30

2.連絡事項

①次週9/5(木)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。

②9/7(土)柿田川清掃、10/6(日)4RCポリオ募金、

　10/9(水)沼津4RC合同例会、11/4(月祝)地区大会の

　出欠席をご記入下さい。

クラブフォーラムクラブフォーラム

　

公益財団法人米山記念館創立50周年式典について

　　　　　　　　　　　　　式典委員長　宮島賢次

　いよいよ9月14日の本番まであと少しとなりました。

今日は最後の確認作業となり式典資料も最終版をお配

りしました。式典参加登録も約720名になり予想オー

バーの盛況振りです。皆様のご協力を得て成功させた

いと思います。

　今日は、役割分担の各責任者から分担作業の確認を

して頂きました。

1.受付係：芹澤貞治君

・前日：式典リハーサル後に、登録者に渡す記念品の

　袋詰めを行います。内容は新刊2冊+館報+50年の歩

　み単頁+プログラムの5種で、クラブとして参加の場

　合は人数分を束ねて名札を付け一度に渡せるように

　しておきます。

・当日：受付テーブルを5台、後ろに名札・記念品置

　台に5台を用意。名簿は6種に区分けしてあります。

　また、祝儀と当日登録者の登録料の収納及び領収書

渡しの受付も設けます。それぞれの担当及び責任者を

指名しました。

2.会場係：井上武雄君

　

・前日：会場案内看板・ステージ上横断幕その他案内

　表示の確認。ステージ上演台・椅子テーブル等の配

　置確認。来賓・役員・受賞者用座席の背名札取付作

　業があります。

・当日：式典中功労者表彰に移る時にスタンドマイク

　を用意する担当と設置位置確認。

　式典終了後記念講演A配置への什器搬出、B配置時搬

　出タイミングの確認及び担当者の指名をしました。

3.来賓・講師接待、表彰式係：芹澤和子君

　

・前日：控室の確認、表彰状種類・備品・順番の確認。

・当日：来賓・役員・講師・受賞者の案内及びお茶出

　し等の接待。表彰式時の賞状準備係、授与者への渡

　し（お盆使用）、会場受賞者のエスコート係の指名

　をしました。

◎前日タイムスケジュール

・13:30米山記念館集合、マイクロバスにて会場移動、

・14:00リハーサル開始　・18:00終了

◎当日タイムスケジュール

・10:30三島駅北口から送迎バスで会場へ

・11:00準備開始　・12:00～13:00順次昼食

・13:00受付開始（早期来場者に備え昼食済者12:30～

　受付体制）

以上となりますが、改めまして会員一同のご協力を

お願い申し上げます。　




