
1

2019 ～2020 年度

第29巻　15号
2019年 11月 14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　■■

■　地区大会報告　会長・幹事他　■

■　理事会⑥　■

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！」

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

　　
　

最近SDGs（Sustainable Development Goals）と

いう言葉を良く聞きます。これは、2015年9月に国

連で開かれたサミットの中で決められた国際社会の

共通目標です。日本語では「接続可能な開発目標」

と訳されていますが、2018年7月に発表されたSDGs

達成ランキングでは日本は156か国中15位です。上

位にはスウェーデン、デンマーク、フィンランドな

どの北欧諸国が名を連なれています。尚、17の目標

のうち日本が達成されたと評価されているのは、

「目標4の質の高い教育をみんなに」だけです。国

連などと言われると、私たちには関係の無い話のよ

うに感じますが、今、この目標を目指して企業経営

を行うことが企業発展の決め手となっています。つ

まり、SDGsは私たち一人一人に関わっている問題

で、これを解決するような手法で企業経営を行うこ

とが、会社の発展に繋がるというものです。

具体的な例として紹介されている取組の中に、

広島県のパン屋さんの取組みがあります。このパン

屋さんでは、SDGsの 12番目の目標「つくる責任、

つかう責任」を目指して「捨てないパン屋さん」を

目指しています。ここ店では食品ロスを無くすよ

う、週3回午後だけ店を開き、4種類のパンのみを

販売するだけです。流行に流される事の無い、長く

愛されるシンプルなパンを販売することで成功して

います。私は10月に公認会計士協会の会務で沖縄

に行ったのですが、このとき西日本の5つの地域会

で行った大会テーマもSDGsでした。17の目標の中

には、壮大なと感じるような目標もありますが、身

近な問題もあり、私たちのこれからの方向性を示し

ています。さて、本日は、11/3,4開催された地区大

会の報告です。よろしくお願いします。 

11月のプログラム

1340回 12:30
11月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　   ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ③
ロータリー財団委員会     　　　

1341回 12:30
11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④
公共イメージ向上委員会

12月のプログラム

1342回 12:30
12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会③
下期活動計画　　　会長・幹事・
各委員会　理事会⑦　     　　　

12月12日(木) 裁量休会

1343回 18:30
12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会
クラブ管理運営委員会　
夜間例会　曜日変更

1344回 12:30
12月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
ベトナム支援活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　名古良輔君

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

1339 回 28 名  21 名 -  75.00 ％

1337 回 29 名  25 名  2名  93.10 ％

●ゲスト

　なし

●ビジター

　なし

●欠席者(　7 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、芹澤和子、下田朗弘    

　鶴田龍聖、内田逸美、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　久松　但,成田みちよ,名古良輔(11/3-4地区大会)

　鈴木博行、宮島賢次、鈴木和憲(11/4地区大会)

　神尾栄一、内田逸美(11/5　沼津北RC)

　内田逸美(11/13　沼津柿田川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 山田 和典

◆◆第1339 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.杉山惠嗣：誕生日のお祝いありがとうございます

2.久松　但：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

3.鈴木良則、4.成田みちよ：地区大会の報告を、宜

　しくお願いします。

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

　11月20日(水)→17日(日)　清水町ふれあい広場バ

　ザーに変更　MU:11:30-12:30　

2.連絡事項

①本日は、理事会がありますので、理事の方は宜し

　くお願いします。

②11/4地区大会にて30年以上100%出席正会員表彰と

　して、鈴木博行君が選ばれ記念品が授与されまし

　た事をご報告申し上げます。

③12/5の下期活動計画の原稿を、11/21までに、事務

　局にご提出下さい。

④END POLIOの募金にご協力ありがとうございました

理　事　会　報　告理　事　会　報　告　

1, 報告事項

　特になし

2, 協議事項

①12月度例会プログラムの件　

　クラブ管理運営委員長　植松 正 君

　→　承認

②12月21日 クリスマス例会の件　

　クラブ管理運営委員長 植松 正 君

・日時：令和元年12月21日(土)　18：40～　　　　

　例会開始18：30

・場所：ニューウェルサンピア沼津

・添付資料説明、アトラクションは、宮島君が依頼

　先を探している。→　承認

③12月21日(土) ロータリーリーダーシップ研究会出

　席の件

・会場：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」

・費用：受講料、テキスト代

・出席者：次年度会長 植松 正 君

・承認（植松君については、当日開催のクリスマス

　例会に遅刻となっても通常出席扱いとする）

④11月27日(水) 沼津朝日賞 贈呈式出席の件

・会場：ホテル沼津キャッスル　17時00分～

・祝儀

・成田幹事が出席　→　承認

⑤ロータリー日本財団寄付

・年次基金　PFフェロー　→　鈴木和憲　君

・恒久基金　ベネファクター　→　鈴木博行　君

　→　承認

3.その他

（久松会長）新規会員の入会金徴収の廃止について、

定款及び細則の修正が必要だが、これらを年内に完

了し、理事会に提出することで考えている。

（鈴木和憲君）奨学生の唐さん、クリスマス例会に

招待します。

地区大会　写真地区大会　写真　

　
井上（　３　） 宮口（　３　） 本村（　３　）

永井（３，１）

-------------------------10月分出席一覧 -----------------------

頴川（　２　) 久松(④)+１ 神尾（3,1)+３ 宮島（④）+５

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

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

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

山本(④)+１ 例会出席％　 　87 . 27　% 地区報告　　91 . 82　%

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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地区大会報告地区大会報告

久松  但　会長

　11月 3日、4日地区大会に参加してきました。ア

クトシティでの開催は初めてでした。初日は、RI会

長代理大塚信郎様の入場から始まり、安間ガバナー、

大塚信郎 RI会長代理挨拶後、大会4委員会の報告、

大会決議を審議が行われ、その後地区内クラブの合

同奉仕事業について事例紹介がありました。大月 RC

は山梨第一グループの4クラブとともに3つの合同

奉仕を行った報告がありました。その他全部で4ク

ラブから合同奉仕事業の事例紹介がありました。

　次に地区指導者育成セミナーがパネルディスカッ

ション形式で開催され、直前ガバナー、ガバナー、

エレクト、ノミニーの4名が登壇しました。この中

で、荻原ガバナーエレクトの静岡RCでの MU方法は

驚きでした。ゴルフや少人数の飲み会まで MCの対象

としたということで、通常の例会の出席率を心配し

ましたが、結果は逆に例会の出席率が上がったとい

うとでした。4日は他の方の報告に代えたいと思い

ます。

成田　みちよ　幹事

　11月 3日(土)・11月 4日(日)アクトシティ浜松に

て開催されました地区大会の報告をさせて頂きます。

地区大会1日目ですが、仕事の都合により地区指導

者育成セミナーから参加させて頂きました。

　セミナーは「ロータリーの今後を語る」を題材に、

ディスカッション式・パネラーは直前ガバナー星野

様、安間ガバナー、ガバナーエレクト萩原様、ガバ

ナーノミニー小林様でした。主な内容として会員増

強（女性経営者やシニア※例：元学校教諭など）や

例会時の出席率（主に若い会員）などの話が印象に

残りました。

　その後、会場が変わり RI会長代理 大塚様ご夫妻

の歓迎晩餐会が行われました。遠州地酒の紹介を花

の舞酒造社長山口様が卓話としてお話し下さいまし

た。

　大会2日目の中で米山学友 杜 陽丹さんによるホ

ームカミングやローターアクト地区代表 冨永里紗さ

んによるローターアクトについてのお話は、解りや

すく大変勉強になりました。又、青少年交換学生帰

国報告を磯部菫礼さんより一年間のデンマーク生活

を発表され、今後の青少年交換事業に関心を寄せる

内容でした。初めて2日間地区大会に参加させて頂

き、緊張もしましたが､貴重な体験をさせて頂きまし

た。クラブの皆様、ありがとうございました。

宮島　賢次　君

　9:50より「祭」と題した祝舞で始まり、それが終

わると壇上に椅子テーブル等何も無い状態で、ゲス

ト・ビジター・地区役員の紹介後、RI会長代理入場

・紹介がありました。続いて参加ロータリークラブ

の紹介の時に、各グループガバナー補佐を先頭に各

クラブ会長が続いて元気に手を振りながら壇上に上

がり、全クラブ会長が揃ったところで開会点鐘とい

う、安間みち子ガバナーらしい斬新な演出で始まり

ました。初めは慣例のガバナー挨拶、来賓の鈴木康

友浜松市長祝辞、大塚信郎 RI会長代理アドレス、各

種表彰・激励の後、米山学友ホームカミング・ロー

ターアクト地区代表・青少年交換学生から印象的な

活動報告がありました。

　また、その後は恒例行事でしたが、全体的に今ま

でと違った運営を意識した大会であったと印象に残

りました。
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■■　本日のプログラム　■■

■　クラブフォーラム③  ■

■　ロータリー財団委員会　■

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

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

2019～2020 年度

第29巻 16号
2019年 11月 21日

16日の土曜日、ホテルグランド富士において、

国際ロータリー第2620地区2019～2020年度静岡第2

グループ第3回会長・幹事会が開催されました。今

回の会長幹事会は、地区目標の進捗状況とIMについ

ての協議事項がその主な議題でした。

地区目標のうち、クラブ戦略計画については、そ

の戦略委員会の設置と開催状況、戦略計画の作成状

況について協議しました。多くのクラブで戦略委員

会は設置済みでしたが、開催は1,2回程度、計画に

ついてはこれからというクラブが多い感じでした。

この中で御殿場RCは、計画はまだでしたが、戦略委

員会をすでに10回も開催していました。

会員維持増強については、地区目標が＋3.5％で

すが、静岡第2グループは現状では＋1.9％となって

おり、16名増加目標のうち半分の8名増加という状

況でした。当クラブにおいては、＋3.5％ですと1名

増加となります。

合同奉仕作業については、御殿場RCを除いて11

クラブで申請もしくは参加という状況でした。な

お、富士山吉原RCでは計5回の合同奉仕作業を計画

しており、このうち2回終了し、残り3回実施予定

のようです。

My Rotaryの登録に関しては、当クラブが

86.21％で1番登録率が多かったのですが、第2グ

ループは地区では1番登録率が低い状態でした。

IMについては、来年1月 19日(日)に開催されま

すが、御殿場RCのような遠方のクラブの利便性を考

慮して、例年と比べ開会点鐘が早く10時となってい

ます。また、会場に関しても、9クラブから12クラ

ブに増加したことにより手狭となったため、富士市

交流プラザで式典を開催し、ホテルグランド富士で

立食による懇親会を開催する予定のようです。

さて、本日はロータリー財団委員会によるクラブ

フォーラムです。

宮口委員長、よろしくお願いします。

11月のプログラム

1341回 12:30
11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④
公共イメージ向上委員会

12月のプログラム

1342回 12:30
12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会③
下期活動計画　　　会長・幹事・
各委員会　理事会⑦　     　　　

12月12日(木) 裁量休会

1343回 18:30
12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会
クラブ管理運営委員会　
夜間例会　曜日変更

1344回 12:30
12月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
ベトナム支援活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　名古良輔君

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

1340 回 28 名  27 名 -  96.43 ％

1338 回 28 名  27 名  1名   100 ％

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 山田和典

◆◆第1340 例会　会長挨拶◆◆

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
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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●ゲスト

　小野洋子　様（有現会社JY　代表取締役）

●ビジター

　なし

●欠席者(1名)

　永井克彦

●他クラブへの出席者

　久松　但、成田みちよ(11/16　会長・幹事会)

　成田みちよ(11/17　IAC指導者講習会)

　内田逸美(11/15　東京西RC)

●スマイル報告

1.鶴田龍聖：昨日は、家内の誕生祝の花をありがと

　うございました。

2.成田みちよ、3.本村文一、4.宮島賢次：小野さん

　ようこそ、いらっしゃいました。ごゆっくりして

　いって、ください。どうぞ、宜しくお願い致しま

　す。

5.久松　但、6.成田みちよ、7.鈴木良則：宮口財団

　委員長、本日は、宜しくお願いします。

8.芹澤和子、9.鶴田龍聖：先週、欠席しました。

10.神尾栄一：休みが続いてしまいました。申し訳

　ありません。

11.D.Eテーブル：テーブル会残金です。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC

　11月22日(金) 祝日週休会  MU:11:30-12:30 

　沼津リバーサイドホテル

②裾野RC

  11月22日(金) 夜間例会 MU:11:30-12:30 　　　

　米山梅吉記念館

2.連絡事項

①12/5の下期活動計画の原稿を、本日中に、事務局

　にご提出下さい。

②12/21(土)クリスマス例会の出欠席をご記入下さ

　い。

③END POLIOの募金にご協力ありがとうございまし

　た。

ロータリー財団委員会

　当クラブの創立25周年記念事業として、地区補助

金を受けて沼津西ロータリークラブカップ少年サッ

カー大会を開催することとして、それ以降、沼津市

内の小学生を対象としたクラブチーム及びスポーツ

少年団のサッカー大会を開催し、サッカーを通じて、

地域の子供達の健全な育成に寄与し活動を地域に広

報することを目的としてやってきました。

　次年度（2020-21年度）は、当クラブ創立30周年

の年度となりますので、記念事業として、このまま

少年サッカー大会を継続すべきか、他に何か良い事

業があるのか、会員皆さんに意見交換をして頂きま

した。

　また、ロータリーカードの保持率や財団への還元

率についての話をさせて頂きました。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　



1

■■　本日のプログラム　■■

■ クラブフォーラム④ ■

■　公共イメージ向上委員会　■

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
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第29巻 17号
2019年 11月 28日

帝国データバンク静岡支店が26日県内企業の

事業承継に関する分析を公表しました。これによ

ると、県内7,500社を分析した結果、後継者が不

在の割合は59%と、全国平均の65%を下回ったもの

の依然6割近い企業で後継者が決まっていないこ

とが判明しました。

また、業種別では建設業が69%と最も高く、最

も低い製造業でも52%となっています。会社規模

では、従業員5人以下が71%と最も高く、従業員数

が多いほど数値は低くなっています。なお、後継

者が判明しているのは約3,000社で、このうち43%

を子供が占め、従業員となると12%、外部から招

くとなると2％程度しかありません。したがっ

て、依然として子供頼りという構図が変わってい

ないことがわかります。

中小企業庁の統計からは、全国約400万社弱の

中小企業が毎年10万社程度減少しており、このこ

とは同時に同数の会社が、倒産や廃業を経験して

いることになります。とりわけ、後継者不足と共

に問題とされているのが経営者の高齢化です。20

年前中小企業の経営者の平均年齢が約48歳だった

ものが現在では65歳を超えています。さらに6年

後の2025年には経営者の3分の2が 70歳を超える

とも言われています。

事業承継問題は、税法でも改革が進んでおり、

商工会議所を中心に銀行、士業を巻き込んで県単

位でも検討がなされています。また、民間業者に

よる M&Aも活発化していますが、実際に後継者の

いない中小企業が事業承継を完了するまでには3

年から10年程度掛かっており、経営者の高齢化を

考えると待ったなしといった状況です。　

さて、本日は、公共イメージ向上委員会による

クラブフォーラムです。永井委員長、よろしくお

願いします。 

12月のプログラム

1342回 12:30
12月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会③
下期活動計画　　　会長・幹事・
各委員会　理事会⑦　     　　　

12月12日(木) 裁量休会

1343回 18:30
12月21日(土)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｸﾘｽﾏｽ家族例会
クラブ管理運営委員会　
夜間例会　曜日変更

1344回 12:30
12月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
ベトナム支援活動報告
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会　名古良輔君

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

1341 回 28 名  23 名 -   82.14％

1339 回 28 名  21 名  3名   85.71％

●ゲスト

　なし

●ビジター

　なし

●欠席者( 5 名)

　神尾栄一、本村文一、芹澤和子、鶴田龍聖

　内田逸美

●他クラブへの出席者

　芹澤和子,成田みちよ,内田逸美(11/22　沼津RC)

　鶴田龍聖(11/18　三島西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 山田和典

◆◆第1341 例会　会長挨拶◆◆

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
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.芹澤貞治：入会記念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、4.重光　純：永井委

　員長。本日のクラブフォーラム、宜しくお願い

　します。

5.久松　但、6.成田みちよ：鈴木和憲さん、ポー

　ルハリスフェロー、鈴木博行さん、ベネファク

　ター、おめでとうございます。

7.鈴木和憲：ポールハリスフェロー賞、ありがと

　うございます。

8.鈴木良則：来週は、欠席させていただきます。

9.渡邉勝也：所用につき、早退させていただきま

　す。

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次週は、理事会がありますので、理事の方は出

　席及び協議資料のご提出をお願い致します。

②12/21(土)クリスマス例会の出欠席をご記入下

　さい。

③END POLIOの募金にご協力ありがとうございま

　した。

クラブフォーラム

　永井克彦　公共イメージ向上委員長

　

　今年度の公共イメージ向上委員会の活動は、

「会報」、「雑誌・広報」、「Facebook」の3つ

に分類されますが、その中でクラブフォーラムの

話題として、「会報」の活動計画では週報の PDF

配布の検討、「雑誌・広報」の活動計画では MY 

RORALY登録者数の増加を取り上げ、MY ROTALYに

ついては2名の会員に年内にご登録して頂けるよ

うに委員会がサポートする事になりました。又、

フォーラム出席者の皆さんに、週報の PDF化と

フェイスブックに関するアンケートをお配りしま

した。

　続いて「Facebook」については、

①RI第2620地区におけるFacebook登録クラブが

全体の半数近くに及んでいる事

② Facebookに登録しているクラブの内、半数以

上のクラブでコメントのアップデートが停滞、若

しくは停滞気味となっている事

③ Facebookに登録しているクラブの内、1割強の

クラブでは写真のアップが停滞している事などを

データに基づいて報告させて頂いた後に、

Facebookを運用することによるメリットとデメ

リットについて、個人情報保護上Facebookに

アップする写真はどうあるべきか、Facebookでは

何の情報をどの様な形でアップしたら良いか、

Facebookを実際に運用・維持する為にはどの様な

力量と体制は必要か、についてご質問し、各テー

ブルの皆さんで話し合って、代表者からご意見を

賜りました。

　何れのご意見もFacebook導入に対しては前向

きであり、その中で個人情報を大切に扱う事の重

要性とマナー、アップデートの頻度、情報をアッ

プする前のチェック機能の必要性、ホームページ

とフェイスブックの棲み分け、フェイスブック維

持体制などについて、考え方を学ぶことが出来ま

した。

　今後、各メンバーにお願いしたアンケートを回

収して、本日賜ったご意見と合わせて内容を分析

した上で、フェイスブックの役割分担、企画から

情報をアップするまでをシミュレーションする機

会を設けさせて頂き、スタートアップに繋げて行

けるよう準備をします。本日は貴重なご意見を賜

り大変有難うございました。

　

　　　

　　　　　




