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2019 ～2020 年度

第29巻　28号
2020年 03月 05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　■■

■クラブフォーラム⑥ 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会■

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影響で、ロータリークラ

ブにおいてもイベントや例会の中止延期が相次い

でいます。今週、沼津北ロータリークラブの他、

柿田川、裾野、長泉、富士山吉原などのクラブが

例会を休会としました。当クラブにおいては、例

会後の臨時理事会で今後の例会開催の可否につい

て検討するつもりです。なお、4月4日土曜日の花

見例会については、4月2日木曜日のお昼に通常例

会として開催したいと考えています。

　また、今月第4週目の加藤学園インターアクト

クラブの活動報告については、学校に問い合わせ

たところ、「出席が難しいかもしれません」との

回答を頂いています。したがって、例会開催時に

は、プログラムの内容が変更になるかもしれませ

ん。

　私が9年前に最初の会長をしていた年度にも、

今回と同じようなことがありました。ご存じのよ

うに東日本大震災が2011年3月11日に起こったの

です。当時は20周年の記念の年度で、5月末に創

立20周年記念例会を控えていました。同じく、大

震災の直後の3月末に藤枝南ロータリークラブが

創立20周年の記念例会を控えていましたが、結局

規模を縮小して通常例会として開催すると発表が

ありました。これを受けて当クラブにおきまして

も、会員と数名の来賓のみで2011年6月2日木曜日

に創立20周年記念例会を挙行しました。

今回、3月7日に開催される富士宮西ロータリーク

ラブ創立30周年記念例会は、同様の措置が講じら

れ、会員のみの通常例会として行われるようです。

なお、今のところ、PETS及び地区協議会は、会議

のみ予定通り行われるようです。

　さて、本日は、奉仕プロジェクト委員会による

クラブフォーラムです。土屋委員長よろしくお願

いします。

3月のプログラム

03月12日(木) 休会

03月19日(木) 祝日週休会

1353回 12:30
03月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 米山記念館創立
50周年記念式典DVD鑑賞会

4月のプログラム

1354回 12:30
04月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 記念館DVD鑑賞会
又は米山奨学生活動報告 唐丹様

04月09日(木) 裁量休会　

1355回 12:30
04月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話 沼津市
民生委員協議会 竹本あゆみ様

1356回 12:30
04月23日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話 アスル
クラロスルガ㈱取締役 山崎 宏様

04月30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

1352 回 27 名  22 名 -  81.48 ％

1350 回 27 名  16 名  4 名  74.07 ％

●欠席者(　5 名)

  頴川ゆう子、神尾栄一、永井克彦、内田逸美、

　渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　名古良輔(3/1　eClub One)

●スマイル報告

1.芹澤和子、2.山田和典：誕生日のお祝いありが

　とうございます。

3.植松　正：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

会　　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 重光　純

◆◆第1352例会　会長挨拶◆◆



2

4.井上武雄：家族の誕生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：土屋奉仕プロジェク

　ト委員長、本日のクラブフォーラム、宜しくお

　願いします。

7.土屋昌之：本日のは、クラブフォーラム、宜し

　くお願いします。

8.名古良輔：初孫が生まれました。

9.本村文一：本日、所用につき、早退させていた

　だきます。

10.杉山惠嗣：先週、休ませて頂きました。

幹　事　報　告幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北RC  3月10日(火)　休会　MU受付　　

　11:30-12:30　沼津リバーサイドホテル

②裾野RC 3月06日(金)　新型コロナウイルス感染

　症対策の為休会 MU受付 10:30-12:30　米山梅

　吉記念館　　　　　　　　　　　　　　　　

③長泉RC  3月11日(水)　新型コロナウイルス感

　染症対策の為休会 

　MU受付 10:30-12:30　6米山梅吉記念館

④富士山吉原RC　3月12日(木)　新型コロナウイ

　ルス感染症対策の為休会　MU受付　無し

⑤富士宮RC 3月09日(月)　新型コロナウイルス感

　染症対策の為休会 MU受付 11:30-12:30　パテ

　オン

⑥沼津柿田川RC　3月11日(水)　新型コロナウイ 

　ルス感染対策の為休会　MU受付　11:30-12:30

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。

②6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。

③3/26は、IAC活動報告です。エコキャップの御

　協力をお願いします。

臨時理事会報告臨時理事会報告

協議事項

①3月12日(木)例会を新コロナウイルス感染症対

　策として、休会とする。⇒ 承認

　MU 11:30-12:30 ニューウェルサンピア沼津

②3月12日開催予定の理事会を3月26日(木)例会に

　変更する。⇒ 承認

③3月26日(木)IAC活動報告を米山梅吉記念館50周

　年記念式典の映像DVD鑑賞会又はPETS報告など

　会員内のプログラムに変更する。⇒ 承認

④4月4日(土)花見例会を4月2日(木)通常例会に変

　更する。⇒ 承認。

⑤米山梅吉記念館春季例祭に伴う祝儀の件 

・祝儀を支出する（出席者未定） ⇒ 承認

クラブフォーラムクラブフォーラム

　　　　　奉仕プロジェクト委員長　土屋昌之君

 　本日のクラブフォーラムは「千本浜清掃」及

び「サッカー大会」の2点について討議いただき

ました。

　千本浜清掃については、コロナウイルスが蔓延

している事も鑑みて、清掃後の食事の在り方につ

いて討議いただきました、討議いただいた意見は

下記の通りになります。

・食事でなく菓子やお土産等を持ち帰ってもらう

・バーべキュー等の料理は大変なので出来合いの

　ものにすればよい

・1ヶ月様子を見て奉仕プロジェクト委員会の意

　向で決めればよい

　サッカー大会については、最初に地区補助金に

　ついて、現在のサッカー大会への補助金の使わ

　れ方を説明しました。その後、例年通りの内容

　でいいか、変更すべき点はあるか、について討

　議いただきました。討議いただいた意見は下記

　の通りになります。

・基本的には続けるべきである

・表彰式の参加だけでなくどう関われるかを検討

　すべき

・地区補助金の事業をサッカー大会以外に変更す

　るのであれば、余裕をもって時間をかけて討議

　すべき

・1日限定のカップ戦を行いクラブとして関わる

・関わり方への不満の原因は、サッカー大会で何

を行っているかわからないからではないのか　　

詳細に連絡をもらい会員に報告すれば満足する

のではないか
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2019 ～2020 年度

第29巻　29号
2020年 03月 26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ＤＶＤ鑑賞　■  

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影響で、今月開催予

定だったPETSは5月23日に延期となりました。

また、来月開催予定だった地区協議会も6月14

日に延期となりました。今月は、多くのクラ

ブで例会の開催を中止しています。東京では

昨日感染者数が最も多い日となり、東京オリ

ンピックも延期になるなど、未だ収束時期が

見えない状況です。このため、当クラブにお

きましても今後例会の中止があるかもしれま

せんので、ご承知おきください。

　最近では、経済への影響が心配されていま

す。近畿日本ツーリストは、売上の減少から

当初20億円の予想利益を98億円の損失に下方

修正しました。また、ホテル業界はインバウ

ンドの急激な減少と国内旅行・イベント・出

張の自粛から、業績が悪化しているところも

多く、昨年の台風15号及び19号でもキャンセ

ルがあるなど、この半年間でかなりの打撃を

受けています。一方、百貨店業界においても、

消費税増税後の低迷、暖冬による衣料品の不

振、訪日外国人客の減少により売上高の減少

が止まらない状況です。

　3月から4月にかけては、本来ですと外国人

客が日本の桜を目当てに訪日し、上野公園な

どでは花見客でごった返す時期です。当クラ

ブにおきましても本来4月4日に花見例会を開

催する予定でしたが、通常例会へ変更させて

いただきました。また、この時期は結婚式も

多い時期でもあり、私も3月14日に知人の結婚

式の披露宴に招待されていましたが、延期と

なりました。海外旅行も当面自粛せざるを得

ない状況であり、このままゴールデンウィー

クに突入するのか心配になるばかりです。

　さて、本日はIACの年間活動報告の予定でし

たが、米山記念館50周年記念例会報告に変更

となりました。なお、IACの年間報告につきま

しては、加藤学園より書面で頂いていますの

で、週報に掲載するとともに、この場でも発

表したいと思います。

5月のプログラム

1354回 12:30
05月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話
ｱｽﾙｸﾗﾛｽﾙｶﾞ㈱　取締役　山崎宏様

1355回 12:30
05月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 米山奨学生活動
報告 米山奨学生 唐丹様

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

1353 回 26 名  19 名 -  73.08 ％

1351 回 28 名  24 名  0 名  85.71 ％

●欠席者(　7 名)

井上武雄、神尾栄一、本村文一、永井克彦、

小野洋子、鶴田龍聖、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

内田逸美、山田和典(3/10 沼津北RC)、成田み

ちよ(3/17 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 重光　純

◆◆第1353例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.鈴木和憲：入会記念日のお祝いありがとう

ございます。

2.成田みちよ：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：皆様、新型コロナウイルスに気

を付けましょう。

4.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裾野RC 3月27(金) 新型コロナウイルス感染

症対策の為休会 MU受付 10:30-12:30 米山梅

吉記念館　　

②沼津北RC 3月31日(火) 新型コロナウイルス

感染症対策の為休会 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

は宜しくお願い致します。

②次週は、4/4(土)の花見例会は中止で、4/2(

木)通常例会です。

理事会報告①理事会報告①

1,報告事項

①PETSが、新型コロナウィルス感染拡大防止

の為、5月23日(土)に変更

②地区協議会が、新型コロナウィルス感染拡

大防止の為、6月14日(日)に変更

③2020年6月6～10日に開催予定のロータリー

国際大会が新型コロナウィルス感染拡大の為、

中止

2,協議事項

①4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

②内田逸美君休会届けの件

・理事会宛に3月26日より4月末までの休会届

けが提出されました。⇒　承認

3,その他

①5月10日(日)　千本浜清掃奉仕について。

・新型コロナウィルス感染拡大防止を踏まえ、

加藤学園IACと協議し参加について検討する。

・食事については、無しとする。

②6月7日(日) バス旅行について。

・新型コロナウィルス感染拡大防止を踏まえ

中止とし､6月4日通常例会へ変更

理事会報告②理事会報告②

1,報告事項

① 4月 25日(土)米山梅吉記念館春季例祭が、

新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止

となりました。このため、祝儀の支出もなく

なりました。

2,協議事項

①今後の例会について　久松　但会長

　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、以

下の例会を中止としたい。したがって、次回

第1354回例会は、5月21日(木)12:30～となる。

4月16日(木)、4月23日(木)、5月7日(木)　

→4/16及び4/23は中止とする。なお、5/7は

4/23以降に再度検討する。

②千本浜清掃について　　久松　但会長

　5月10日(日)の千本浜清掃については、前回

の理事会において懇親会は開催しないことに

なったが、新型コロナウイルス感染拡大防止

の為、清掃も中止としたい。→中止とする。

③さよなら例会について　久松　但会長

　6月25日(木)18:30から開催予定のさよなら

例会については、同日12:30からの通常例会と

したい。→5月の理事会において再度検討する。

④退会届について　久松　但会長

　4月4日付(6日着)にて退会届が提出された。

　→スポンサーが改めて意思の確認を行い、

可能であれば休会届を提出して頂き、退会の

意思が変わらなければ、6/30の退会とする。
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インターアクトクラブ活動報告インターアクトクラブ活動報告

加藤学園高校インターアクトクラブ 

会長 加賀屋 茉由 様 

　

　今年度もいろいろなボランティアに参加し、

様々な形で沼津西ロータリークラブの皆様に

は大変お世話になりました。

　まず、5月には千本浜の清掃に参加させてい

ただきました。思った以上にゴミがありまし

たが、ロータリークラブの方々のお陰で楽し

く活動することができました。次に、学校祭

である暁野祭では、3年目となる防災に関する

内容を展示しました。来年度は新たなテーマ

でやっていきたいと思います。

　それ以外には、久しぶりに復活した24時間

テレビの募金活動、のぞみの里の園外活動、

サンウェル沼津のお祭り広場、沼津市立図書

館でのビブリオバトル、さらに加藤学園高校

の各種オープンキャンパススタッフなど幅広

く活動行いました。

　12月には富士宮のイオンで日本赤十字社の

献血啓蒙のためのボランティアに参加しまし

た。これは元加藤学園高校インターアクトク

ラブ会長の渡辺あゆみさんが呼びかけて下さ

って、日本大学国際関係学部のボランティア

サークルの方々とコラボレーションしたもの

です。直接面識はなかった先輩が声をかけて

下さり、実現したことに後輩として本当にう

れしく思いました。

　

　また、今年度は昨年かなわなかった年次大

会と指導者大会に参加させていただくことが

できました。年次大会は藤枝順心高校、指導

者講習会は伊豆総合高校(修善寺総合会館)を

ホスト校として行われ、有意義な活動と他校

の生徒との交流ができました。

 年度末に参加を予定していたものが、新型コ

ロナウィルス感染症の影響ですべて中止とな

ったことは残念でしたが、今後も積極的に活

動していきたいです。1年間、本当にありがと

うございました。これからもよろしくお願い

いたします。

編集後記編集後記

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

例会が連続して休会となったこともあって、

例会から週報の配布までかなりの間隔が空い

てしまいました。

　その間に開催された理事会の報告が多くな

ったことから、2ページ以内に収めることがど

うしても難しくなり、読みやすい週報を実現

するために3ページになってしまいました。

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り、様々な場面において従来とは異なる対応

を強いられることが多いと思いますが、この

ような事態においても柔軟な発想や機敏な対

応によって乗り切ってゆきたいものです。

　
井上（　１　） 宮口（　２　） 本村（　１　）

永井（　③　）

植松（　③　）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

頴川（　２　) 久松(　③　) 神尾（　０　) 宮島（③）+１

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

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

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

山本(　③　) 例会出席％　 　 77 . 38 　% 地区報告　　83 . 33 　　　%

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。




