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■■　本日のプログラム　■■

■　新年会　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 21号
2020年 01月 09日

新年、明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。また、小野洋子様、本

日の入会おめでとうございます。これから、ロー

タリークラブの活動を楽しんで頂ければと思いま

す。

さて、2019-2020年度も前半が終了し、残り6

か月となりました。今月19日には富士市交流プラ

ザ及びホテルグランド富士におきまして、静岡第

2グループのインターシティミーティングが開催

されます。3月にはPETSも開催され、次年度の準

備も行われると思います。また、次年度は30周年

となり準備も大変ですが、植松副会長のもとクラ

ブ一体となって進めていければと思います。

今年の干支は、庚子（かのえね）です。十干十

二支（じゅっかんじゅうにし）は、60年で一周し

これが還暦です。私も今年4月で還暦を迎えるこ

とになりました。公認会計士の仕事に着いてから

も35年が経ち、協会会務も忙しく気の抜けない年

になりそうです。

また、干支と株価については、格言がありま

す。子年は、繁栄の年と言われますが、12年前の

2008年はリーマンショックの年で、24年前の1996

年はバブル崩壊から5年ほど経ったあたりで、繁

栄とは程遠い状況でした。しかし、それ以前の

1984年 1972年 1960年は株価の上昇がみられた時

期でしたので、繁栄という言葉が合っているよう

です。

大発会を迎えた6日の東京株式市場において

は、日経平均株価の寄り付きは約400円安となり

波乱の幕開けとなり、結局500円近い下げで終わ

りました。イランなどの国際状況の影響を受けた

形になりましたが、今年が災害のない良い年にな

るのを願うばかりです。

本日は、恒例の新年会です。アトラクション等

は特にありませんが、食事を楽しみながら、今後

の活動等についての会話を楽しんで頂けたらと思

います。よろしくお願いします。

1月のプログラム

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 30名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1345 回 28 名  24 名 -   85.71％

1343 回 27 名  17 名  5名   81.48％

●ゲスト　なし

●ビジター　なし

●欠席者( 4 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、下原満知子、山田和典

●他クラブへの出席者

　内田逸美、山田和典(12/27　沼津RC)

　久松　但(1/8　青年会議所賀詞交歓会)

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

◆◆第1345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.久松　但、2.成田みちよ、3.芹澤貞治、4.宮島
　賢次、5.植松　正、6.芹澤和子、7.杉山真一、8
　.重光　純、9.田村治義、10.土屋昌之、11.鈴木
　和憲、12.渡邉勝也、13.永井克彦、14.山本宜
　司：新年明けましておめでとうございます。本
　年も、宜しくお願いします。
15.名古良輔：新年おめでとうございます。今年も、
　みんなで良い年としましょう。
16.杉山惠嗣：明けましておめでとうございます。
　先週休ませて頂きました。
17.久松　但、18.成田みちよ：小野洋子様、入会
　おめでとうございます。
19.本村文一：明けましておめでとうございます。
　小野さん、入会おめでとうございます。
20.内田逸美：明けましておめでとうございます。
　今日は、主人と同伴です。宜しくお願いします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士山吉原RC　1月16日(木)　IMのリハーサル　
　MU受付 11:30-12:30　ホワイトパレス
②沼津柿田川RC　1月15日(水)→19日(日)静岡第2
　グループIM　MU受付　11:30-12:30
③沼津北RC　1月14日(火)　夜間例会　MU受付 
　11:30-12:30 沼津リバーサイドホテル

2.連絡事項

①次週1/16(木)は、19(日)に例会日変更で、IMで
　す。
　10時から富士市交流プラザにて式典。その後、
　富士グランドホテルに移動し、懇親会。
　沼津駅発 8:55 → 富士駅着9:14 の電車があり
　ます。
②首里城火災の寄付をありがとうございました。
　ガバナー事務所に送金しました。
③1/30(木)の上期活動報告の原稿を、1/16(木)ま
　でに、事務局に提出してください。

新年会　ラパンアジル

新入会員紹介

会員氏名　　　小野　洋子君　(おの　ようこ)

職業分類　　　コンタクト販売

事業所名　　　有限会社　JY

       

 

　
井上（　１　） 宮口（　１　） 宮島（　③　） 本村（　２　）

永井（２、１）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

頴川（2,1)+1 久松(　③　) 神尾（０，３)

名古(　③　） 成田(　③　) 芹澤和(　③　) 芹澤貞(２、免) 重光(　③　) 下田(　③　)

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

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

山本(２，１) 例会出席％　 　 80 . 25 　% 地区報告　　88 . 19 　　　%

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　■■

■　静岡第2グループIM ■

 富士山吉原ロータリークラブ

● 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 22号
2020年 01月 19日

本日は、富士山吉原ロータリークラブをホスト

クラブとして開催される、国際ロータリー第2620

地区静岡第2グループのインターシティミーティ

ングです。

開催テーマとして「おもてなしの心」を掲げ、

講師としてトーマスアンドチカライシ（株）代表

取締役力石寛夫氏による講演が行われます。力石

寛夫氏は、ホスピタリティについてのセミナーや

企業研修を数多く行っており、人材育成に力を注

いでいるようです。

また、後半の懇親会では、東京藝術大学出身の

邦楽女史ボブズによる和楽器アンサンブルの演奏

です。箏、十七絃、三味線、尺八、笛、囃子のユ

ニットでの演奏のようです。

なお、IMは、次年度沼津北ロータリークラブ

をホストクラブとして、沼津において、令和3年 2

月に開催されます。

1月のプログラム

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 30名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1346 回 27 名  16 名 -   59.26 ％

1344 回 27 名  22 名  1名   85.19 ％

●ゲスト

なし

●ビジター　

なし

●欠席者( 11名)

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、宮口雅仁、

　本村文一、下原満知子、鈴木和憲、田村治義、

　鶴田龍聖、内田逸美、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　神尾栄一、内田逸美(1/14　沼津北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 渡邉勝也

◆◆第1346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沼津北RC 1月21日(火)→19日静岡第2グループIM

　MU受付 11:30-12:30 

　沼津リバーサイドホテル

②富士山吉原RC 1月23日(木)→19日(日)静岡第2グ

　ループIM 　MU受付 11:30-12:30 

　ホワイトパレス

③長泉RC 1月22日(水)→24日(金)新年会　　　　

　MU受付 11:30-12:30 米山梅吉記念館

④裾野RC(金) 新年例会　 MU受付 11:30-12-30 

　米山梅吉記念館

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

及び協議資料の提出をお願い致します。

静岡第２グループＩＭ　報告

    

　記念講演

　　テーマ「おもてなしの心」

　　　～奉仕を学び、親睦を深める～

　　　　トーマスアンドチカライシ㈱

　　　　　代表取締役社長　力石　寛夫　氏

　アトラクション

　　藝大邦楽女史 Bob'ズ(ボブズ)

　箏、十七絃、三味線、尺八、笛、囃子の和楽器

アンサンブルユニット。「多くの方に和楽器を身

近に感じてもらいたい！」との想いから2011年に

結成。
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19日日曜日静岡第2グループのIMが富士山吉原

ロータリークラブをホストとして、開催されまし

た。出席された会員におかれましては、お忙しい中

ご苦労様でした。

さて、22日沼津市で、電気自動車（EV）バスの

自動運転と信号制御技術を組み合わせた全国初の実

証実験が、JR沼津駅と沼津港間の2.2kmで開始され

ました。EVバスの車体には、信号を認識する全方位

カメラや周囲の景色から位置情報を把握するレー

ザーセンサーが取り付けられており、県の道路測量

データと連動して時速19kmで自動走行するようで

す。

この実験は、新たな公共交通サービスの創出に

向け、技術的検証や観光客・地域住民のニーズを把

握するために31日まで行われます。バスは14人乗

りで駅と港間を1日 7往復しますが、一応運転手も

乗車し、緊急時には手動に切り替えるようです。現

代の高齢社会や公共交通のドライバー不足といった

問題を、自動運転技術によって補填できるのではな

いかと期待されています。

また、今年になって、トヨタ自動車が裾野市の

トヨタ自動車東日本の東富士工場跡地に、「コネク

ティッド・シティ」という自動運転やロボット、人

工知能（AI）などの先端技術を導入した実証都市の

建設を公表しました。今年12月までに工場を閉鎖

し、来年着工が始まるようですが、2千人程度の住

宅を整備して実際に生活をするという本格的な実証

都市です。東富士工場跡地は、工業専用地域に指定

されているようですが、裾野市も用途変更に応ずる

方向で話が進んでいます。車の自動運転が本当に進

むのか、今までは高速道路上だけかと思いました

が、何十年後かは考えられないような町が生まれて

くるのかもしれません。

さて、本日は子年生まれの会員による新年の抱

負です。卓話よろしくお願いします。

1月のプログラム

1348回 12:30
01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

2月のプログラム

1349回 12:30
02月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　イニシエーショ
ンスピーチ小野　洋子君、クラブ
フォーラム⑤　例会場変更の件　
クラブ管理運営委員会　理事会⑨

02月13日(木) 祝日週休会

1350回 18:30
02月19日(水)

LOASI(ﾛｱｼﾞ)　沼津柿田川RCとの2
クラブ合同例会　沼津柿田川ロー
タリークラブ　移動例会、　　　
曜日変更

1351回 12:30
02月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山学友生卓話
ロータリー財団委員会

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 30名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1347 回 29 名  24 名 -  82.76 ％

1345 回 28 名  24 名  2 名  92.86 ％

●ビジター　

　1.野田和秀様：三島西RC

　2.影山桓義様：沼津北RC

●欠席者(　5 名)

　神尾栄一、永井克彦、小野洋子、下原満知子、　

　内田逸美

●他クラブへの出席者

　鶴田龍聖(1/21　伊豆中央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 渡邉　勝也

2019 ～2020年度

第29巻　23号
2020年 01月 23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　■■

■年男・年女の抱負　子年生まれ会員■

■ 理事会⑧ ■

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1347 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.影山桓義様(沼津北RC)：宜しくお願いします。

2.井上武雄、3.芹澤貞治、4.植松　正：誕生日のお祝

　いありがとうございます。

5.田村治義、6.山田和典、7.渡邉勝也：家族の誕生日

　のお祝いありがとうございます。

8.田村治義：入会記念日のお祝いありがとうござい

　ます。

9.久松　但、10.成田みちよ：子年生まれの皆様、宜

　しくお願いします。

10.鈴木良則：今年もよろしくお願いします。

11.久松　但：IM2次会残金です。

12.芹澤貞治：本村さん、母がお世話になりました。

13.下田朗弘：遅刻して、すいません。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC 1月24日(金)→19日(日)　静岡第2グループ

　IM　MU受付 11:30-12:30 沼津リバーサイドホテル

②長泉RC 1月29日(水) 特別裁量休会　MU受付無し

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。

理　事　会　報　告理　事　会　報　告

1,報告事項

①一般社団法人沼津青年会議所主催、新年賀詞交歓

　会が有りました。

2, 協議事項

①2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

※2月6日第一例会 小野洋子君のイニシエーション･

　スピーチ、2020年7月よりの例会会場について

　→添付資料説明

（久松）2/6のクラブフォーラムで例会場変更の件を

　上げるなら充分に時間を掛けたい

（植松）15分～20分程度の時間で、現状の進捗報告

　を行う程度にする。→承認

②2020年度沼津西RC周年記念実行委員長及び委員会

　の件　副会長 植松 正 君

　(植松）実行委員長を芹澤貞治君にやってもらう件

　のみ審議をいただきその他は芹澤君と詳細は相談

　していきたい。→承認

③2クラブ合同例会 (沼津柿田川RC) 出席および会費

　の件

・日時：2月19日(水)　18:00～受付開始　18:30点鐘

・会場：LOASI(ロアジ)　駿東郡清水町卸団地207

・出席者期限 1月31日

　(植松)合同例会の会費負担について、6月の日帰り

　バス旅行の費用ねん出も考慮し個人負担金額とす

　る。→承認

　(植松)バス旅行の件は添付の提案書の内容にて、

　また、最大定員40名の為事前には、その旨、案内

　する。→承認

3,その他

　(植松）新入会員の小野洋子君をクラブ管理運営委

　員会の所属としたい。→承認　

年男・年女の抱負　子年生まれ会員年男・年女の抱負　子年生まれ会員

鈴木　博行 君

　今年は、子年で豊作・豊富と財産を残す年だと言

われています。

　自身の子年の人生を振り返り思い出しました。　

　1984年(48歳)沼津北RCに入会した年である。ロー

タリーの奉仕の理想と友情は仕事、家庭、交友の中

で活用され、友情の輪が自身の人生に幸を与えてく

れました。1996年(60歳)沼津西RC第五代目会長に就

任した年であります。幹事役の芹澤貞治さんが補佐

し、クラブ内の総意を結集クラブ運営が出来た事に

敬意を示すと同時に、全会員のご協力を感謝してお

ります。

　2020年(84歳)、沼津西RCの皆様方から学んだ「好

意と友情」のロータリー精神をこれからの人生に生

かして参りたいと思います。

　皆様方の今年一年、「善星、皆来」・「悪星、退

散」をお祈り致します。
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杉山　真一　君

　鼠年という事で本日は卓話させていただきます。

昭和 47年 7月 8日生まれで満 48歳です。抱負とい

うより本日は、私のロータリー歴をお話しさせてい

ただきます。

　入会2008年7月10日、例会場は当時はブケ東海

で年度の会長が鈴木泰司さん・幹事久松但さんでそ

の時が、36歳で年男だったので入会してちょうど干

支が一周12年目になると思うと驚きです。

その後、クラブ管理・奉仕プロジェクト委員会など

を経てその後、2011～2012年度宮島会長に幹事を任

せていただきましたが入会してまだ日が浅く委員長

も経験しないままでしたので未熟だったため、大変

皆様には迷惑をお掛けしたと思います。

　その後は、広報委員長・奉仕プロジェクト委員長

を歴任し2015～2016年度の田村会長時の幹事をさせ

ていただきました。この年度は、とにかく当クラブ

の重要な年度という事が受けた後から解かり非常に

忙しい一年だったことを思い出します。

　当クラブから芹澤貞治さんがガバナー補佐として

排出されIMの運営・加藤学園によるIAC指導者講習

会・当クラブの25周年記念例会の副実行委員長など

幹事として年度の大変な年度でしたが今後のロータ

リーや自身の経験としては良い一年間だったと思い

ます。

　次年度は、植松次年度会長から理事も拝命させて

いただいていますので次年度の会長・幹事をしっか

り支えていきたいと思います。今後ともよろしくお

願いします。

渡邉　勝也　君

　私の生年月日は、1972年 10月 5日生まれの子年で

す。この年の生まれの有名芸能人では、木村拓哉さ

んや高橋尚子さん、貴乃花さんなどの方たちがいら

っしゃいます。

　皆さんの活躍を見て、今後も自分自身も頑張らな

いと思っております。

　4回目の子年を迎えて、これからの12年間、60才

還暦までこれからは自分自身の健康面にも考慮して

いきつつ、会社のこと、家族のこと、ロータリーの

皆様のこと、など常に周りの人たちに思いやりの心

をもって接して、自分自身の努力も怠らずこれから

も精進して行きたいと思います。本年も宜しくお願

い致します。

下田　朗弘　君

　1984年 12月生まれ、今年36歳を迎えます。弁護

士 8年目ですが、これからも依頼者の信頼を失わな

いように努力していきたいです。

　本年7月より公共イメージ向上委員会の委員長を

やらせて戴くので、少しでも多くのRC活動に参加で

きるように頑張ります。

　今年の運勢は「八方塞がり」とのことですが、運

勢に負けないように気持ちを強く持ち、健康に留意

して楽しんで過ごしていきたいと思います。　今年

もよろしくお願い致します。
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1月 18,19日大学入試センター試験が行われま

した。大学入試センター試験は、今回を最後に廃

止され、来年から「大学入学共通テスト」に移行

します。当初、大学入学共通テストでは、国語と

数学に記述式問題を導入し、英語では民間試験な

どの成績を入試に利用するなど新たな仕組みを導

入する予定でしたが、制度の不備等から結局記述

式及び民間試験の導入は見送られることとなりま

した。

1990年から始まった大学入試センター試験

は、マークシート方式でありながら暗記だけでは

解けない問題もあり、高校の先生方からは評価が

高かったようです。しかし、思考力や判断力、リ

スニングなどを取り入れた新しいテストに移行す

べく、衣替えをする予定でした。

国語では、80～120字程度を書かせる記述式問

題を3問程度、数学でも数学Ⅰの範囲内で同じく

3問程度、記述式問題を出題する予定でした。し

かし、記述式問題の採点がベネッセなどの民間業

者に委託され、50万人を超える回答の採点作業が

公平にできるかどうか、また、時間的制約から 1

月に実施していた試験を数か月前倒しして年内に

実施するなど検討されましたが、反対の声が強く

なりました。　　

また、英語では英検などの民間試験を導入す

ることで、従来の読む、聞くに加え、話す、書く

を加えて評価する予定でした。当初センター試験

の中で、録音機器を使用してのスピーキングの試

験も検討されたようでしたが、50万人が同時に受

験する試験では、不可能だと判断されました。

今後、どのような試験に移行するかは決まっ

ていませんが、高校生たちに公平な試験制度を考

えてもらいたいものです。

さて、本日は上期の活動報告です。委員長の

皆様、よろしくお願いします。

2月のプログラム

1349回 12:30
02月06日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　イニシエーショ
ンスピーチ小野　洋子君、クラブ
フォーラム⑤　例会場変更の件　
クラブ管理運営委員会　理事会⑨

02月13日(木) 祝日週休会

1350回 18:30
02月19日(水)

LOASI(ﾛｱｼﾞ)　沼津柿田川RCとの2
クラブ合同例会　沼津柿田川ロー
タリークラブ　移動例会、　　　
曜日変更

1351回 12:30
02月27日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　米山学友生卓話
ロータリー財団委員会

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 30名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1348 回 29 名  24 名 -  82.76 ％

1346 回 27 名  16 名  3 名  70.37 ％

●欠席者(　5 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、下原満知子、

　鶴田龍聖

●他クラブへの出席者

　成田みちよ(1/28　伊豆中央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 渡邉　勝也

2019 ～2020 年度

第 29巻　24号
2020年 01月 30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④　上期活動報告■     

会長・幹事・各委員会 

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 1348 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：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

2.内田逸美、3.杉山惠嗣：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、6.鈴木良則：委員長の

　皆様、上期活動報告を、宜しくお願いします。

7.名古良輔：12月で途絶えた月100km走も、厚底シ

　ューズのおかげで1月から復活しました。

8.内田逸美：2月3日、節分、三島大社様で、主人が

　豆ましします。福は内！福は内！

9.山本宜司：本日、所用につき、早退させていただ

　きます。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC 2月04日(火)　会場変更　MU受付 

　11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル 

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

　び協議資料の提出をお願いします。

②2/19(水)の2クラブ合同例会の出欠席をご記入く

　ださい。

③次週2/6(木)17時よりIAC例会が、加藤学園高等学

　校のB22教室で開催されます。

④下期会費納入がまだの方は、今月末までに、お願

　いします。

上 期 活 動 報 告上 期 活 動 報 告

　本日のクラブ協議会では、上期の活動報告を行い

ました。

　最初に、クラブ管理運営委員会 植松正委員長よ

りプログラム(活動月間に合わせた各委員会活動と

協力し目的に合った例会作り）・出席（メイクアッ

プの奨励）・親睦（魅力的な例会の企画・運営）に

ついての活動報告がなされました。

　続きまして、公共イメージ委員会 永井克彦委員

長より、週報を編集する上で欠かせなかったメーリ

ングリストサービスの打ち切りと、それに変わる新

たなグループウェアの使用についての報告がなされ

ました。また、世界ポリオデー・プロジェクトにつ

いて、10月6日沼津4RC合同サントムーン柿田川街頭

募金の報告もございました。

　続きまして、会員増強維持委員会 鈴木和憲委員

長より、今期の会員増強目標を純増1名会員数30名

を目標に定め、会員候補者の例会への招待やテーブ

ル会への参加などの活動報告がなされました。

　続きまして、奉仕プロジェクト委員会 土屋昌之

委員長より国際奉仕として（2008年から続けている

ベトナム枯葉剤被害者の支援の旅にて、バクザン省

職業訓練センターを中心に支援活動の報告と大平中

学校の全生徒さんに支援活動を伝え、戦争と幾世代

にもわたる枯葉剤被害の恐ろしさを伝えた）の報告

がなされました。

　インターアクトでは、連絡協議会・年次大会・指

導者講習会などの報告がございました。

続きましてロータリー財団委員会 宮口雅仁委員長

より、会員の財団に関する意識の向上とロータリー

カードの推奨・地区補助金の活用について意見交換

などの報告がなされました。

　また、米山奨学生による卓話や米山梅吉記念館創

立50周年記念式典の報告もございました。

　最後に、S・A・Aの田村治義君より、無届欠席の

厳禁や直前欠席の防止・座席表作成など、会員相互

の親睦と円滑な例会運営についての報告がなされま

した。

　上期のクラブ運営に対し、各委員会委員長はじめ

会員の皆様のご協力のお陰様で、無事に上期を終え

る事が出来ました。皆様に深く感謝いたしますとと

もに、下期におかれましても引き続き、ご協力賜り

ますようお願い申し上げます。

　　




