
1

　　
　

静岡市に公益財団法人就職支援財団という法人があ

ります。この団体は、静岡県内の新卒を中心とした学

生の就労維持・改善を目的に活動を行っています。主

なものに学生と社会人との交流の機会をワークショッ

プという形で提供したり、静岡の就労に関する実態把

握から環境改善に向けての定期的な調査研究を行って

います。協力企業も多くあり、一般企業の他、銀行や

商工会議所も参加しています。

この就職支援財団が毎年行っている調査の中に、新

卒採用に関する進捗調査というものがあります。昨年

の12月から今年の 1月上旬にかけて県内 2,500社を対

象に実施し、507社から回答がありました。この中の

2020年春の新卒採用調査によると、昨年の春に比べる

と採用が厳しくなったと回答した企業は 9％減少

し、58％でした。また、計画している新卒採用が予定

通り採用できそうだと回答する企業も昨年よりも 4％

増え37％となりました。依然県内の新卒採用は厳しい

ようですが、減少したことで改善傾向がみられ、「底

打ち感」も鮮明になったと考えられています。

調査の中では、昨年 12月時点で新卒採用を続けて

いる企業は6％減少して 42％、予定人数に達し採用活

動を終了した企業は 7％増加し49％となりました。な

お、従業員数の規模別にとらえると、300人以上の企

業では53％の会社が予定通り採用できそうだと答えて

いるものの、49人以下の企業では 25％と半分以下と

なっています。

このように考えると、景気が良いときは人の採用も

厳しさを増しますが、「底打ち感」が鮮明になった、

というのは景気の転換期を示しているとも考えられま

す。

さて、本日は、小野洋子君によるイニシエーション

スピーチです。卓話よろしくお願いします。また、そ

の後に例会場変更に関するクラブフォーラムを行いま

すので活発な意見をお願いします。

2月のプログラム

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

3月のプログラム

1352回 12:30
03月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑥　奉仕プロジェクト委員会

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 出席表 ＭＵ 出席率

1349 回 29 名  25 名 -  86.21 ％

1347 回 29 名  24 名  1 名  86.21 ％

●欠席者(　5 名)

　神尾栄一、下原満知子、内田逸美、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　鶴田龍聖(2/4 伊豆中央RC)内田逸美(2/4 沼津北RC)

●スマイル報告

1.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鶴田龍聖：誕生お祝い感謝します。皆様方の御指導

　宜しくお願い致します。

3.宮島賢次、4.頴川ゆう子：入会記念日のお祝いあり

　がとうございます。

5.久松　但、6.成田みちよ、7.鈴木良則、8.本村文一、

9.宮島賢次、10.杉山真一、11.頴川ゆう子、12.山本宜

　司、13.山田和典：小野様、イニシエーションスピ

　ーチ、宜しくお願いします。

14.小野洋子：本日のイニシエーションスピーチ、宜し

　くお願いします。

15.成田みちよ：クラブフォーラム、宜しくお願いしま

　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 永井　克彦

2019 ～2020 年度

第 29巻　25号
2020年 02月 06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　■■

 ■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■

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 1349 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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16.植松　正：本日のフォーラム、宜しくお願いします。

17.重光　純：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11日(火)　休会　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2/13は、祝日週休会です。

③次々週2/20(木)は、19(水)に例会日変更で、清水町 

　LOASIにて、2クラブ合同例会です。

理　事　会　報　告

1,報告事項

①3月1日(日) 10:00～ 米山梅吉記念館にて米山奨学生

　終了式　出席者:カウンセラー 鈴木和憲君・成田幹

　事・唐丹さん

②3月7日(土) 10:00～　三島商工会議所にて　地区補

　助金管理セミナー開催

　出席者：次年度会長　植松　正君・次年度幹事　

　山田和典君

2,協議事項

①3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　添付資料を説明。→　承認

②3月度・4月度 座席表の件　SAA 田村 治義 君

　あいうえお順　→　承認

③富士宮西RC創立30周年記念式典出席の件

  日時：2020年3月7日(日)　点鐘：14時

  会場：フォレストヒルズ 

  出席者：久松会長・成田幹事 　→　承認

3,その他

①FACEBOOKの件

　久松会長、成田幹事、永井公共イメージ委員長とで、

　運営について協議し進めることとする。

イニシエーションスピーチイニシエーションスピーチ

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　小野洋子君

　 皆さん，こんにちは。小野洋子です。職業分類はコ

ンタクト販売で主人が眼科医院を開業したことをきっ

かけに、経営する運びになりました。

　主人は釣りが趣味で、得意な分野が私と凸凹しちょ

うど良く、スピード感じが同じです。

　娘は医学部の6年生でスキー部で優勝したなど努力家

です。息子も医学部で2年生、バドミントンに所属し、

ロードバイクが趣味です。そして4歳と6歳のトイプー

ドルも大切な家族の一員です。

　私は、1967年生まれ、東京都渋谷区出身です。趣味

は旅行で、好奇心が旺盛です。

　短大は英語科でLAに短期留学やテレビ東京のゴルフ

サバイバルのアシスタントを始め様々なアルバイトを

通じて貴重な体験ができました。

　卒業後、客室乗務員として5年半国内線を飛びました。

先日の思いやりの講演のように、接客接遇に関しては

日本のCAは最高だと思っております。また保安要員と

しても緊急時の訓練が様々行われました。在職中、旅

行取扱主任者、宅建を取得し25歳で不動産投資を始め、

続いて簿記学校、大学の児童学科に編入学しました。

　退職後は94年ミス静岡として、花見行列から年間80

日の公務をさせて頂き良い思い出です。結婚式の司会、

CATVの学校通信のレポーターを5年、沼津市、富士市の

ほとんどの小学校を取材しました。子共留学、中学受

験、大学受験のサポートにも夢中になり、また医歯薬

専門学校に入学し眼科で必要な視能訓練士の資格を取

得しました。

　子供の自立で時間的余裕ができた時、視野が狭くな

っていたことに気付き、新鮮な空気に触れたいと思っ

たのです。前線で活躍されている諸先輩方の皆様から

影響を受け、ご指導を頂きながら、できることから始

めさせていただければと思っております。

どうぞよろしくお願い致します。

クラブフォーラム　例会場移転の件

　　　　　
　　　　　植松 正クラブ管理運営委員長

  

　本日のフォーラムは、次年度2020年7月より使用する

例会場移転先について、過去の変遷や移転候補先との

交渉状況を説明し、会員の意向を伺う予定でありまし

た。

　経緯としては2012年1月より例会場である 「ニュー

ウェルサンピア沼津」が、今年6月末をもって閉館され

ることが発表され、移転先を検討する必要に迫られた

ものです。

　しかしながら本例会開始直前に、同施設ホテル部門

の運営継続の可能性が高まったとの情報が得られたこ

とから、当面議論はペンディングすることとなりまし

た。

　なお、本件につきましては事実関係の確認が取れ次

第、あらためて会員の皆様にご報告申し上げます。
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沼津西RC久松会長　

　

沼津西ロータリークラブの今年度会長の久松で

す。沼津柿田川ロータリークラブの皆様にあって

は、本日の合同例会をお忙しい中、準備していただ

きましてありがとうございます。

さて、今年度はIMが 1月ということで、合同例

会は2月にお願いさせていただきました。また、次

年度のことになりますが、9月には沼津柿田川ロー

タリークラブが40周年、5月には当クラブも30周

年となります。当クラブでもこれから30周年記念

委員会を立ち上げ、準備に入るところです。創立が

1991年 5月 30日ということで来年2021年 5月 30日

に記念例会を執り行う予定です。

ところで昨年の新聞報道等で、私どもの例会場

でありますニューウェルサンピア沼津の閉鎖が発表

され、このため当クラブも次年度の会場変更を模索

しておりました。ただ適当な例会場が見つからない

中、つい先週になりますが、運営主体が変更になる

もののニューウェルサンピア沼津のホテル事業の継

続が決定しました。したがって、次年度以降も

ニューウェルサンピア沼津で例会を行うこととなり

ました。沼津柿田川ロータリークラブの皆様にあっ

ては、ご心配をかけ、すみませんでした。

この後、懇親会となりますが年1度の合同例会

ですので、短い時間ではありますが楽しみながら交

流を深めていただければと思います。本日は宜しく

お願いします。

2月のプログラム

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

3月のプログラム

1352回 12:30
03月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑥　奉仕プロジェクト委員会

1353回 12:30
03月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　竹本
あゆみ氏　沼津市民生児童委員協
議会　主任児童委員連絡会  前連
絡会長　理事会⑩

3月19日(木) 祝日休会

1354回 12:30
03月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ＩＡＣ活動報告
加藤学園ＩＡＣ

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

1350 回 27 名  16 名 -  59.25 ％

1348 回 29 名  24 名  1 名  86.21 ％

●欠席者(　5 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、宮口雅仁、　

　本村文一、名古良輔、杉山惠嗣、田村治義、

　土屋昌之、内田逸美、山田和典

●他クラブへの出席者

　成田みちよ(2/6　加藤学園IAC)

　内田逸美(2/11　沼津北RC)　

　宮島賢次(2/15 地区チーム研修セミナー)　

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井　克彦 編　集　者 永井　克彦

2019 ～2020 年度

第 30巻　26号
2020年 02月 19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　■■

 ■2クラブ合同例会  沼津柿田川ＲＣ■

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 1350 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 2月25日(火)　移動例会　MU受付 

　11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル

2.連絡事項

　ございません。

理　事　会　報　告

1,報告事項

①下原満知子君休会届け（2月17日～4月17日まで)

　の件ですが、2月16日までに理事の皆様より異議

　等ございませんでしたので、承認とさせて頂き　

　ます。→　承認

2,協議事項

①渡邉亀一君退会の件　→　承認

　２クラブ合同例会　２クラブ合同例会

            沼津柿田川RC　菊池会長

　皆様こんばんは、沼津柿田川ロータリークラブ会

長の菊地です。本日の合同例会のホスト役は私共ク

ラブが務めさせていただきます。宜しくお願い致し

ます。　

　さて、私共クラブも来年度40周年を迎えます。我

がクラブは、沼津ロータリークラブさんをスポンサ

ークラブに頂き1980年9月、チャーターメンバー21名

で、創立総会が開かれ、翌年、国内加盟第1505順位

として沼津東ロータリークラブの名称で認証状が伝

達されました。

　

　私事で、恐縮ですが、私は、1989年10月に、元JC

の仲間から紹介され、40代で入会いたしました。職

業を通して社会に奉仕するという、フレーズが気に

入って入会したのでしたが、それも、今や、時代と

共に、ロータリー財団重視に傾倒する国際情勢の中

では、職業奉仕という文字は主席の座から影を潜め

た感は私の中では拭えません。我がクラブの中では、

名誉会員でチャーターメンバーでもある古泉さんを

除いて、今や私が一番年長で、一番の古株です。そ

の私が今日まで見てきた我がクラブの印象を少しだ

け、語ろうと思います。

　

　私が入会当初は40名余の会員が在籍しておりまし

た。ビジターの非常に多いクラブで、新会員当時は

例会の中では食事は摂れませんでした。なにがしか

の、お金を貰って、そばのお寿司屋さんで大急ぎで

食べたのを覚えています。怖い先輩も大勢いて、中

々規律も厳しいものがありましたが、そんな中でも

不祥事を起こす者、倒産して雲隠れする者、喧嘩し

て仲間割れする者、どこのクラブでも多かれ少なか

れ問題はあるかも知れませんが、折角入会してもす

ぐ辞める新会員。ロータリアンは量か質かの物議を

醸したものでしたが、年追うごとに、止めどなく会

員が減って行きました

　そして、とうとう近隣のクラブさんの注目の的と

なったあの事件が起きたのでした。合併するか、移

籍するか、このまま存続するか、はたまた解散する

か、会を分断する危機に瀕したのでした。ある事に

端を発し、私が、2度目の会長のころから、くすぶり

はじめたような気がします。原因は、解っているの

ですが、ここでは避けます。しかし、雨降って地固

まるといいますが、残った会員の結束の硬さは、今

までのクラブでは見たことはありません。最も少人

数のクラブですが、山椒は小粒でピリリと辛いの通

り、少人数で人並み以上の事業もこなします。我が

会員を誇りと思っております。この長いロータリー

歴の中で今が、一番充実していると思っています。

本日は、何かと行き届かないところがあるかもし

れませんが、ロータリアンの友情に免じてどうかご

容赦下さい。本日の懇親会は無礼講でお願いいたし

ます。
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懇　親　会

沼津柿田川ＲＣ　濱田直前会長による乾杯の挨拶

新会員紹介(小野洋子君）と司会者の川口副ＳＡＡ

懇親会に出席された皆さん

鈴木博行君と菊池会長によるマジックの競演

日向ひょっとこ踊りのご披露

植松副会長のご挨拶と3本締めでお開きとなりました

　
宮口（　３　） 宮島（　④　） 本村（　３　）

永井（　３　）

植松（　④　）

-------------------------1月分出席一覧 -----------------------

頴川（　１　) 久松(④)+１ 井上（　2　） 神尾（０，１)

名古(　④　） 成田(④)+１ 小野(　３　) 芹澤和(　④　) 芹澤貞(３、免) 重光(　④　)

下田 (　④　) 下原 (　０　) 杉山恵(　④　) 杉山真(　④　) 鈴木博(　④　) 鈴木和(３，１) 鈴木良(2,免除)

田村(　３　) 土屋(　④　) 鶴田(２，２) 内田(２，２) 渡邉勝(　３　) 渡邉亀(免除)

山田(３，１) 山本(　④　) 例会出席％　 　 77 . 88 　% 地区報告　　84 . 07 　　　%

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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2019 ～2020 年度

第29巻　27号
2020年 02月 27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　■■

    ■ 山静学友会会長　曽根眞人様 ■

        ■ ロータリー財団委員会 ■       

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！」

ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

　新型コロナウィルスの感染が広がっています。

感染症としては、2003年アジアを中心に流行した

SARS（重症急性呼吸器症候群）及び2012年中東を

中心に流行MERS（中東呼吸器症候群）が知られて

います。また最近では、2015年5月に韓国で流行

したMERSは、重症の肺炎を起こし致死率も約20％

という、おそろしい感染症でした。韓国のMERSは

2か月あまりで収束しましたが、延べ1万人以上の

人が隔離の対象となりました。

 

  昨日現在、国内では感染者数約180名死亡者1名

ですが、このほかにクルーズ船での感染者数が約

700名死亡者3名となっています。世界的にも感染

者数が約8万人、死亡者数が2,700人に上っていま

す。

なお、感染者数が100人を超えているのは、中国、

日本の他、韓国、イタリア、イランとなっていま

す。

　

  新型コロナウィルスの感染によって、イベント

等の中止・延期も相次いでいます。天皇誕生日の

一般参賀も中止になり、静岡県内でもJリーグが3

月15日までの公式戦を延期し、沼津市でも3月4日

に開催予定だった第33回全国縦断チャリティーコ

ンサートが中止となっています。また、3月の飛

鳥Ⅱや4月のクイーンエリザベス号などの客船の

清水港寄港・入港も取りやめとなりました。

　

  一方で、これらイベントの中止は、確実に経済

にマイナスの影響を与えています。先週の連休か

らは、世界的にも株価同時安となり、25日の日経

平均も一時1,000円を超える下げ幅を記録しまし

た。また、2020年1月～3月期の実質GDPも前期比

マイナスとなることが予想されています。　東京

オリンピックの開催も危ぶまれており、今後のこ

とが非常に心配です。

　

  さて、本日は、ロータリー財団山静学友会会長

による外部卓話です。曽根様よろしくお願いしま

す。

3月のプログラム

1352回 12:30
03月05日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラ
ム⑥　奉仕プロジェクト委員会

1353回 12:30
03月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話　竹本
あゆみ氏　沼津市民生児童委員協
議会　主任児童委員連絡会  前連
絡会長　理事会⑩

3月19日(木) 祝日休会

1354回 12:30
03月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ＩＡＣ活動報告
加藤学園ＩＡＣ

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

1351 回 28 名  24 名 -  85.41 ％

1349 回 29 名  25 名  1 名  89.65 ％

●欠席者(　4 名)

  井上武雄、神尾栄一、本村文一、杉山惠嗣

●他クラブへの出席者

　内田逸美、山田和典(3/25　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 永井　克彦

◆◆第1351例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.久松　但、2.成田みちよ、3.鈴木良則、4.鈴木

　和憲：山静学友会　曽根会長、本日の卓話を、

　宜しくお願いします。

5.下田朗弘：遅刻して、すみません。

6.成田みちよ、7.重光　純、8.永井克彦：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

　ございません。

2.連絡事項

①6月末まで試験的にFACEBOOKを稼働させてみる

　と、理事会にて承認されましたのでご自身の写

　真掲載について有無をお知らせ下さい。

ロータリー財団学友会と私のロータリー人生ロータリー財団学友会と私のロータリー人生

ロータリー財団山静学友会会長　曽根眞人様

  私は1970年にGSE（研究グループ交換）のメン

バーとしてカナダ・アメリカにまたがる国際地区

に派遣されました。当時26歳でした。6週間、い

くつかのロータリアンの家庭にホームステイをし

てたくさんのことを学びました。当地区（当時は

神奈川県、静岡県、山梨県で359地区といってい

ました）では初めてのGSEで、地区の委員も派遣

される私たちもGSEに関する情報は全くありませ

んでした。

　当時、地方のガス会社の工場で三交替の勤務を

していた私にとって、GSEの6週間はまさに別世界

の出来事でした。50年近く前のことです。出発の

際は、完成して間もない新幹線の静岡駅のホーム

で社長以下大勢の方に万歳で見送られました。

　GSEの体験を通してロータリーの活動とその素

晴らしさを知ることが出来ました。そして、いつ

の日か、ロータリアンになってこのような体験を

多くの若い人たちに提供できることを夢見るよう

になりました。でも、サラリーマンの私にとって

それは届かぬ夢と思っていました。

　会社での仕事をそれほど頑張っていたわけでは

ありませんが、巡り逢わせが良かったのか、48歳

の年に、工場長となり、社命でロータリアンにな

ることが出来ました。この時の喜びは、工場長に

なったことより遥かに大きかったと今でも忘れま

せん。それから28年、初心を忘れず学友会活動を

始め、地区のロータリー財団活動に積極的に携わ

り、地区のロータリー財団委員長をお引き受けす

るまでに至りました。

　

　さて、私の出世話はさておいて、当地区の学友

会のメンバーは、登録上では奨学生・GSEメンバ

ーその他を合わせて500名以上おります。その一

人ひとりが私と同じような体験をされた方々です。

その人たちがロータリーから受けた体験や経験を

地域の方々に還元できればと、活動しております。

学友会は『将来のロータリーの宝庫』と言われて

います。私達の学友会にも、私も含め9名がロー

タリアンになっています。これからもロータリー

から受けた恩を忘れることなく活動してまいりた

いと思います。




