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■■　本日のプログラム　■■

■ 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 ■

● 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 18号
2019年 12月 05日

　
　3日法務大臣の諮問機関である法制審議会の民
法・不動産登記法部会は、人口減少などによって
所有者が分からない土地が増えていることから、
所有者が死亡した土地の相続人に登記を義務付け、
罰則も設けることを決定しました。
　本来、土地を相続した人は相続登記をすること
になっていますが、名義変更が行われないケース
が多くあります。つまり、登記が義務化されてな
いことから、費用の問題や相続人が決まらないな
どです。
　中には、何代にもわたって相続登記が行われな
いケースもあります。このようなことが長年続く
と、登記簿から所有者が判明せず実際の所有者を
わからなくなるのです。
　国土交通省によれば、平成28年度に行われた地
籍調査から登記簿から所有者が判明しなかった土
地の割合は2割にも登り、そのうち3分の2は相続登
記、3分の1は所有者の住所変更の未登記などによ
るものでした。また、法務省が平成29年に最後の
登記からの経過年数を調査したところ、大都市以
外の地域では4分の1以上が50年以上経過している
ことがわかりました。
　所有者のわからない土地は、売買したり賃貸し
たりと土地利用の観点からすると妨げになります。
また、東日本大震災の際にも所有者不明の土地が
多くあり、復興事業の妨げになりました。
　相続が繰り返される中で、登記が行われずに所
有権が移転していくと、相続人が十数人に及ぶと
いうこともありえます。このような場合、すべて
の相続人の同意を得ることが困難になります。
　相続登記の義務化は2020年以降になりますが、
相続登記を簡素化して費用を軽減し、違反者には
罰金を科す予定のようです。
　さて、本日は下期活動計画の発表です。委員長
の皆様、よろしくお願いします。

12月のプログラム

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

1月のプログラム

1月2日(木) 祝日週休会

1345回 18:30
1月9日(木)

ラパンアジル　新年会　
クラブ管理運営委員会　
移動例会・夜間例会

1346回 10:00
1月19日(日)

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ富士　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM
富士山吉原ロータリークラブ
移動例会・曜日変更

1347回 12:30
1月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
年男・年女の抱負
子年生まれ会員（4名）　理事会⑧

1348回 12:30
1月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
クラブ協議会④　上期活動報告
会長・幹事・各委員会

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

1342 回 27 名  26 名 -   96.30％

1340 回 28 名  27 名  0名   96.43％

●欠席者( 1 名)　　神尾栄一

●他クラブへの出席者

　神尾栄一(11/20　沼津柿田川RC)

　鶴田龍聖(12/4　長泉RC)　

●スマイル報告

1.下田朗弘：誕生日のお祝いありがとうございます。
2.芹澤和子：入会記念日のお祝いありがとうございま
　す。
3.下原満知子：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
　います。
4.久松　但、5.成田みちよ：
　委員長の皆様、下期計画、宜しくお願いします。
6.下原満知子：長い間、お休みしまして、すみません
　でした。
7.宮島賢次：下原さん、退院おめでとうございます。
8.鶴田龍聖：先週は高齢者講習の為に欠席しました。
9.下原満知子、10.杉山惠嗣：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 下田朗弘

◆◆第1342 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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幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC 12月20日(金)　忘年家族会
　MU:11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル
②富士山吉原RC 12月19日(木)　夜間例会　　
　MU:11:30-12:30　ホワイトパレス
③沼津北RC　12月17日(火)　夜間例会
　MU:11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル
④沼津柿田川RC　12月18日(水)→21日(土)　
　クリスマス家族例会　MU:11:30-12:30　
⑤長泉RC　12月18日(水)　クリスマス家族例会　
　MU:10:30-12:30
⑥裾野RC 12月13日(金)→14日(土)　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、理事の方は宜しく
　お願い致します。
②次週12/12は、裁量休会です。
③次々週12/19(木)は、21(土)の夜間例会に変更で、
　ニューウエルサンピア沼津にて、クリスマス家族
　例会です。
④END POLIO募金にご協力ありがとうございました。

クラブ協議会③　下期活動計画

　

　本日のクラブ協議会は、下期の活動計画につい
ての報告が行われました。
　最初に、クラブ管理運営委員会の植松正委員長
より下期プログラム・親睦活動の開催日等予定の
報告がありました。

　続いて、公共イメージ向上委員会の永井克彦委
員長より、週報及び雑誌に関する報告とFacebook
の運営についての報告がありました。

　次に、会員増強維持委員会の鈴木和憲委員長よ
り、上期入会予定者報告及び目標の30人に達する
報告がありました。下期も引き続き多様な職業の
新会員増強と、
会員維持を推進するとの報告がありました。

　次に奉仕プロジェクト委員会の土屋昌之委員長
より、活動計画の報告とインターアクトの下期例
会の報告がありました。

　次にロータリー財団委員会の宮口雅仁委員長よ
り､下期ロータリーカード加入の推奨を中心に米
山記念奨学会・米山梅吉記念館の活動報告があり
ました。

　最後にS･A･Aの田村治義君より、下期に於いて
も、上期同様にスムーズな例会運営と会員相互の
親睦を図る為の座席表作成などの報告がありまし
た。
　下期も円滑なクラブ運営に会員皆様のご協力を
賜ります様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　　　

理 事 会 報 告

1,報告事項
①小野洋子様 入会について職業分類の確認及び 
　入会に対しての意思確認を12月2日(月)13時30
　分～冨屋珈琲(沼津学園通り)にて行いました事
　をご報告致します。

2,協議事項
①1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
（植松）添付資料を説明、1/23例会の発表者は
　会長・幹事以外の年男年女、4名。→承認
②1月度･2月度席次表の件　SAA 田村 治義 君
（田村）誕生月毎のテーブル。
　新規会員の小野氏は、Aテーブル。→承認
③新年会の件
　クラブ管理運営委員長　植松 正 君
　・日時　令和元年 1月9日(木)
　　　　　18:40～（例会開始18：30）
　・場所　ラパンアジル
　　　　（沼津駅北口　ココチホテル2階）
（植松）当日は予約の関係上、25名以上参加の事。
　アトラクション無し、会長・幹事の年男年女ス
　ピーチ有り　→承認
④首里城火災に対する支援の件
（成田）地区より募金集金の依頼有り、例会時に
　チャリティーBOXを回す事とする。　→承認
⑤国際ロータリー第2620地区2020-2023年度 審議
　会代表議員候補者推薦の件
（久松）候補者推薦無しとしたい。　→承認
⑥2020-2021年度 米山記念館運営委員派出の件
（成田）地区より1名以上の派出要請あり。
（植松）鈴木和憲　君に依頼したところ内諾を
　得ている為　当人を派出としたい　→承認
⑦定款・細則変更の件
　久松会長よりの変更内容を各理事が確認した。
（久松）運営規定は理事会決議事項のため今理事
　会にて細則変更を前提とし変更。細則変更の内
　容は各会員に郵送し確認してもらう事とする。
　→承認

3,その他
①小野洋子様入会の件
　1/9の新年例会より入会とし、その際、入会式
　も行う。→承認
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■■　本日のプログラム　■■

クリスマス家族例会

■■　クラブ管理運営委員会　■■

● 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 19号
2019年 12月 21日

　

　東京オリンピックの聖火リレーのルートが17日

に発表されました。聖火は、3月26日福島県広野町

のJヴィレッジを出発し、全国各地を回った後、約

4月かけて7月24日東京都庁に到着します。

　最初の聖火ランナーは、2011年女子サッカー

ワールドカップで優勝したなでしこジャパンのメ

ンバーが選ばれました。

　静岡県は、6月24日～26日の3日間に渡って行わ

れます。20市2町をめぐる静岡県では、湖西市の新

居関所跡前をスタートして東に向かい、ラグビー

ワールドカップの熱戦の舞台となった袋井市のエ

コパスタジアムや静岡市の静岡呉服町名店街を巡

り、駿河湾フェリーを利用して清水港に停泊中の

船内からランナーが下船し、清水区内を走るよう

です。なお、沼津市は6月25日に飛龍高校グラウン

ド入口前からプラサヴェルデにかけて学園通りを

南に向かって走るようです。

　そして最後は、富士宮市の世界遺産センター前

から富士山本宮浅間大社へと向かい、その後、聖

火を山梨県に渡します。

　前回の東京オリンピックの聖火リレーは、いわ

ゆる一筆書きで主に国道1号線を走りましたが、今

回は全26区が離れていることもあり、聖火を次の

区間に移動させる際は火をランタンに移して車両

で運ぶことになっています。

　聖火ランナーは1人約200メートルを走り、1区間

を4～16人でつなぎます。県内でリレーが行われる

3日間は、聖火の到着地となる静岡市葵区の駿府城

公園、沼津市のプラサヴェルデ、富士宮市の富士

山本宮浅間大社で到着を祝うイベントが行われる

とのことです。

　本日は、クラブ管理運営委員会主催によるクリ

スマス家族例会です。委員会の皆様、よろしくお

願いします。

12月のプログラム

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

1月のプログラム

1月2日(木) 祝日週休会

1345回 18:30
1月9日(木)

ラパンアジル　新年会　
クラブ管理運営委員会　
移動例会・夜間例会

1346回 10:00
1月19日(日)

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ富士　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM
富士山吉原ロータリークラブ
移動例会・曜日変更

1347回 12:30
1月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
年男・年女の抱負
子年生まれ会員（4名）　理事会⑧

1348回 12:30
1月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
クラブ協議会④　上期活動報告
会長・幹事・各委員会

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

1343 回 27 名  17 名 -   62.96％

1341 回 28 名  23 名  4名   96.43％

●ゲスト

1.松本英教様：加藤学園IAC顧問

2.加賀屋茉由様：加藤学園IAC会長

3.飯塚莉子様：加藤学園IAC

4.杉山優子様：加藤学園IAC

●ビジター　　なし

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 下田朗弘

◆◆第1343 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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●欠席者( 10 名)　　

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、宮口雅仁、

　本村文一、永井克彦、下原満知子、杉山惠嗣、

　内田逸美、山本宜司

●他クラブへの出席者

　頴川ゆう子、神尾栄一、芹澤和子(12/17　沼津北

　RC)　神尾栄一(12/18　沼津柿田川RC)

　内田逸美(12/18　長泉RC)

　頴川ゆう子、神尾栄一、永井克彦、内田逸美

　(12/20　沼津RC)　

　植松　正(12/21　リーダーシップ研究会)

●スマイル報告

1.久松　但、2.成田みちよ、3.植松　正、

4.名古良輔、5.芹澤貞治、6.宮島賢次、7.杉山真一、

8.重光　純、9.土屋昌之、10.渡邉勝也、

11.山田和典：メリークリスマス

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC　12月31日(火)　休会　MU無し

②沼津柿田川RC　12月31日(火)　休会　MU無し

③長泉RC　12月25日(水)　特別裁量休会　MU無し

2.連絡事項

①次週12/26は、例会があります。

②1/9(木)の新年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。

　テーブル募金、4RCポリオ街頭募金の合計を、

　ロータリー財団のポリオプラスに寄付します。

④国際ロータリー2026地区より、10月31日未明に発生

　した沖縄県首里城火災に対する復興支援募金を12/26

　例会時に募金箱を用意します。ご協力お願いします。

クリスマス家族例会

成田幹事の開会挨拶

久松会長の乾杯挨拶

＜アトラクション＞　バルーンアーティスト
（左：サンタクロース、右：トナカイ）

サンタクロース!!
(左から、渡邉勝也君、唐丹さん、山田和典君)

植松クラブ管理運営委員長の閉会挨拶

　
井上（　③　） 宮口（　③　） 本村（　２　）

永井（　２　）

植松（　③　）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

頴川（　２　) 久松(③)+３ 神尾（１，１) 宮島（③）+１

名古(③）+２ 成田(③)+６ 芹澤和(１，２) 芹澤貞(　③　) 重光(　③　) 下田(　２　)

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

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

山本(　③　) 例会出席％　 　84 . 52　% 地区報告　　92 . 86　%

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 ■

● 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 20号
2019年 12月 26日

本日は、今年最後の例会です。

今日は前半を振り返って話をしたいと思いま

す。20回の例会は、クラブ協議会3回、クラブ

フォーラム4回、夜間例会4回、会員卓話5回そ

の他ガバナー公式訪問、米山記念館50周年、米山

奨学生（唐丹）卓話、外部卓話各1回でした。目

新しい事業は行えませんでしたが、後半では日帰

り旅行を計画しており、多くの方々の参加を期待

しています。

　ロータリークラブの会長は、前々年度の12月の

第1週に次々年度の会長が決まります。私も2年前

の2017年12月の第1例会で決まりました。その当時

は、日本公認会計士協会東海会の会長職は決定し

ておらず、まさか、東海会の会長職に就くとは

思っていなかったのですが、結局ロータリークラ

ブの会長を引き受けることになりました。

　ロータリークラブは34の地区に分かれています

が、日本公認会計士協会は、16の地域会に分かれ、

月1回木曜日に東京市ヶ谷の本部で16の地域会の会

長が集まって会議が開かれます。この会議は代行

が認められず、必ず出席することが求められてい

ます。結局2つの会長を兼ねることになりましたが、

ロータリークラブの例会の日程調整にはとても苦

労しました。8月第1週と12月第2週の例会を裁量休

会にさせて頂いたのは、このためです。また、同

様の理由から、1月からの後半でも4月第2週と5月

第2週を裁量休会とさせて頂いています。今のとこ

ろ、100％出席を目指していますのでご協力よろし

くお願いします。

　なお、今年度中に例会場の変更を検討しなけれ

ばなりません。クラブフォーラム等の開催も必要

となると思います。会員各位におかれましては、

適当な場所がありましたら教えて頂ければと思い

ます。

　さて、本日は、名古良輔君によるベトナム支援

の卓話となります。後半、よろしくお願いいたし

ます。

1月のプログラム

1月2日(木) 祝日週休会

1345回 18:30
1月9日(木)

ラパンアジル　新年会　
クラブ管理運営委員会　
移動例会・夜間例会

1346回 10:00
1月19日(日)

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ富士　静岡第2ｸﾞﾙｰﾌﾟIM
富士山吉原ロータリークラブ
移動例会・曜日変更

1347回 12:30
1月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
年男・年女の抱負
子年生まれ会員（4名）　理事会⑧

1348回 12:30
1月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津
クラブ協議会④　上期活動報告
会長・幹事・各委員会

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

1344 回 27 名  22 名 -   81.48％

1342 回 27 名  26 名  1名  100.00％

●ゲスト

1.山本哲之様：興福寺　住職

●ビジター　

なし

●欠席者( 5 名)井上武雄、神尾栄一、宮口雅仁、

杉山惠嗣、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

山本宜司(12/25ワールド大阪ロータリーEクラブ)

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 下田朗弘

◆◆第1344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.宮島賢次：家族の誕生日のお祝いありがとうご

　ざいます。

2.下原満知子：入会記念日のお祝いありがとうご

　ざいます。

3.名古良輔：卓話。ご清聴のほど、お願いします。

4.久松　但、5.成田みちよ、6.本村文一、7.植松

　正、8.鈴木和憲、9.永井克彦、10.山本宜司、

　11.下原満知子：名古様、本日の卓話、宜しく

　お願いします。

12.芹澤和子：名古さん、卓話楽しみにしていま

　す。

13.鶴田龍聖：一年間、御世話様になりました。

　庚子の年を迎える会員同士の善星皆来(ぜんせ

　いかいらい)悪星退散(あくせいたいさん)を祈

　ります。

14.田村治義、15.杉山真一：一年間、お疲れ様で

　す。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC 12月27日(金)　裁量休会

　MU受付11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル

　       1月03日(金)　祝日週休会　MU受付無し

②裾野RC　12月27日(金)　特別休会　MU受付無し

③富士山吉原RC　1月2日(木)　休会

2.連絡事項

①1/9(木)の新年会の出欠席をご記入下さい。 

②次週1/2(木)は、祝日週休会です。

③次々週1/9(木)は、ラパンアジルにて、18:30か

　ら新年会です。

④1/30(木)の上期活動報告の原稿を、1/16(木)ま

　でに、事務局にご提出ください。

⑤IAC例会が、1/9(木)17時より、加藤学園で開催

　されます。

⑥首里城復興支援の御協力をお願いします。

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

　2008年から続けているベトナム枯葉剤被害者支

援の旅に、今年も出かけてきました。10月17日か

ら22日まで、バクザン省職業訓練センターを中心

に支援活動を行いました。皆様から頂いた支援金

ならびに支援物資を被害者の皆様に直接手渡しま

した。

　当初ニンビン省にて活動する予定でしたが、手

配の行き違いから、活動の許可が下りていないこ

とが、現地に到着してから判明しました。そのま

ま帰国するか、あるいは異なる施設での活動を検

討するか、難しい決断を迫られましたが、仲間の

皆さんで検討した結果、昨年まで活動をしてきた

職業訓練センターの施設長さんと連絡を取り、何

とか無事に活動を終えることができました。

　時間も限られ例年の半分ほどしか、被害者家庭

を訪問できませんでしたが、今年も様々な事情を

抱えた8軒の家庭を訪問し、支援することができ

ました。ある若い被害者の女性は、手術によって

日常生活も可能となり、職業訓練を受ければ充分

自立することが可能と思われましたが、施設への

通所と訓練を、施設長さんが粘り強く説得されて

いる様子が、とても印象的でした。

　本日の卓話の中では、先日訪問し講演させてい

ただいた大平中学校の様子も報告しました。79名

の全生徒さんに支援活動を伝え、戦争と、そして

幾世代にもわたる、枯葉剤被害の恐ろしさを伝え

ることができました。全員から頂いた感想文の一

部も紹介し、自分の身近なところにある様々な問

題に関心を持ち、自分にいま何ができるのかとい

うことを、自分なりに考えることができる生徒さ

んの逞しさと賢さに、私自身大変驚くと同時に嬉

しく思いました。自分の殻に閉じこもることなく、

他者に関心を持つことが幸せへの第一歩だという

アドラー心理学の教えを、生徒さんたちは充分理

解できると確信しました。その意味で私にとって

大変有意義な1時間でした。

　皆様のご支援に感謝申し上げます。




