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2019 ～2020年度

第 29巻　30号
2020 年 05月 21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　■■

■　外部卓話　■

■アスルクラロスルガ㈱　山崎取締役部長■

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！」

　　
　

新型コロナウィルス感染症対策のため、3月26日

以降中止が続いた例会ですが、2か月ぶりに開催と

なりました。緊急事態宣言も今日大阪・兵庫・京都

が解除となり、残すは北海道・東京・神奈川・千

葉・埼玉の5都道県となりました。しかし、残念な

ことに昨日、甲子園の全国高校野球選手権大会は中

止となりました。高校総体（インターハイ）も中止

となり、今年の高校3年生にとっては、とても残念

な年になってしまいました。

一方、雇用情勢も最悪となっています。先日レ

ナウンの民事再生法適用のニュースが流れました

が、このまま、現在の新型コロナウィルスの流行が

12月末までずれ込むと、全国で300万人が失業する

という試算も出ています。これは、前年同期の就業

者数の4.5％の減少にあたり、リーマンショックの

約3倍程度になるといわれています。つい2月までは

日本経済は絶好調でしたから、その変わりようには

ビックリするばかりです。

また、コロナ太りという笑えない状況も生まれ

ています。これは、経済的にというわけでは無く、

在宅勤務やステイホームといった外出自粛規制か

ら、自宅で過ごす時間が増えることで運動不足とな

り、体重が本当に増えたことです。アンケート調査

によるものですが、世界的には、イタリアが人口の

66％で1位、2位がブラジルの60％、3位が日本の

51％となっているようです。

さて、来週は当初ガバナー補佐の期末訪問の予

定でしたが、第2グループ内のクラブのほとんどが5

月の例会を中止としていることから、ガバナー補佐

より期末訪問を中止するとの連絡がありました。こ

のため、プログラムを変更し、唐丹さんの日本での

生活について卓話をして頂くことになりました。ま

た、本日は、アスルクラロ沼津の山崎様に、当クラ

ブが開催するサッカー大会について、その概要を教

えていただくことになりました。山崎様よろしくお

願いします。

5月のプログラム

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

6月のプログラム

1356回 12:30
06月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブフォーラ
ム⑦　クラブ管理運営委員会　　
新型コロナ対策について　　　　

1357回 12:30
06月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤
次期会長・幹事・各委員会
次年度活動計画　新旧理事会

1358回 12:30
06月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  地区研修・協議
会DVD鑑賞　次年度会長・幹事

1359回 12:30
06月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会　
会長・幹事　1年を振り返って

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

1354 回 26 名  18 名 -  69.23 ％

1352 回 27 名  22 名 1 名  85.19 ％

●ゲスト

1.山崎　宏　様：アスルクラロスルガ㈱

　　　　　　　　取締役営業部長

●欠席者(　8 名)

　井上武雄、神尾栄一、本村文一、永井克彦　　　

　重光　純、下田朗弘、下原満知子、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　鶴田龍聖(3/31　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 山田 和典

◆◆第1354 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.久松　但、2.田村治義、3.小野洋子：誕生日のお

　祝いありがとうございます。

4.鈴木博行、5.成田みちよ、6.山田和典：入会記念

　日のお祝いありがとうございます。

7.成田みちよ、8.小野洋子：家族の誕生日のお祝い

　ありがとうございます。

9.久松　但：2ヶ月ぶりの例会です。楽しくやりま

　しょう。

10.芹澤貞治：久しぶりです。コロナに負けないで

　、頑張りましょう。

11.芹澤和子：久しぶりに、会えてうれしいです。

12.名古良輔、13.宮島賢次、14.杉山惠嗣：皆様、

　お久しぶりです。

15.植松　正、16.杉山真一、17.成田みちよ、18.山

　本宜司：アスルクラロスルガ㈱山崎様　本日は、

　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RC 5月22(金) 新型コロナウイルス感染症対

　策の為休会 MU無し  　

②沼津北RC 5月26日(火) 新型コロナウイルス感染

　症対策の為休会 MU無し

③沼津柿田川RC 5月27日(水)　新型コロナウイルス

　感染症対策の為休会 MU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。

②6/11クラブ協議会の原稿を、次週28日までに事務

　局にご提出下さい。

理　事　会　報　告理　事　会　報　告　

1, 報告事項

①PETS及び地区研修・協議会が、新コロナウィルス

　感染拡大防止の為、中止。

②6月13日(土)　新旧会長・幹事会が新コロナウィ

　ルス感染拡大防止の為、中止。

③4月15日、第2620地区より医療用フェイスシール

　ドを各クラブ医療従事者に寄贈の連絡が在り、本

　村クリニック・あいあい眼科に寄贈。

2, 協議事項

①5月度・6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：次回5/28例会は、唐　丹氏の卓話。6/4は会

　員近況報告、6/25は、通常の昼例会とし、会長幹

　事の一年の振り返り卓話　→　承認

②5月度・6月度 座席表の件　SAA 田村 治義 君

・田村：本日例会より適用し、新旧委員会による席

　割りとした。→　承認

③次年度地区研修・協議会DVD視聴による開催の

　件

・登録料1名 × 5,000円　

・対象者: 次年度会長・幹事・他次年度委員長・地

　区米山梅吉記念館委員会委員　→　承認

④次期会長幹事会会費の件

・6月13日(土)　17:00　沼津リバーサイドホテル

・会費　5,000円　(1名)

・植松君、山田君の参加とする。→　承認

⑤内田逸美君休会届けの件　→　承認

3.その他

・久松：6月最終例会後に、下期会費の一部返金を

　各会員に行いたい、名目はコロナウィルス感染拡

　大防止支援費としたい。　→　承認

　
井上（　１　） 宮口（　②　） 宮島（　②　） 本村（　１　）

永井（　０　）

植松（　②　）

-------------------------3月分出席一覧 -----------------------

頴川（　１　) 久松(　②　) 神尾（　０　)

名古(　②　） 成田(②)+１ 小野(　１　) 芹澤和(　②　) 芹澤貞(１、免除) 重光(　②　)

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

田村(　②　) 土屋(　②　) 鶴田(１，１) 内田(休会,１) 渡邉勝(　０　) 山田(②)+１

山本(　②　) 例会出席％　 　 77 . 36 　% 地区報告　　81 . 13 　　　%

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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外部卓話外部卓話

次年度サッカー大会について

アスルクラロスルガ株式会社

取締役営業部長　山崎　宏　様

（文責　次年度会長　植松　正）

　本日の卓話は、当クラブがロータリー財団地区補

助金事業として計画する次年度サッカー大会につい

て、運営者であるアスルクラロスルガ㈱山崎取締役

部長より大会概要を説明していただきました。

　当クラブは創立 25周年記念事業を契機として「沼

津西ロータリークラブ杯少年サッカー大会」を開催

し、過去 5 年にわたり沼津市内のサッカーチーム U9

～U12 の 4 部門の上位 4チームに対してメダルを授

与してまいりました。

　しかしながら、会員の参加意識が低く、ロータリ

ーの宣伝効果等についても課題があると考え、次年

度については見直しすることを検討しておりました。

今般、地区補助金を申請するにあたり、アスルクラ

ロスルガ㈱の協力のもと全面的に見直すこととしま

した。概要は以下のとおりです。

【大会名】沼津西ロータリークラブカップ　

U-8 大会

【期日】　令和 2 年 10 月 25 日(日)　

　J3 リーグ アスルクラロ沼津 VSカマターレ讃岐

前座試合

【会場】　愛鷹広域公園　多目的競技場

【参加者】沼津市を中心とする静岡県東部少年団お

よびクラブチーム 16チーム

　　　　　約 160名（小学 2 年生以下）

【クラブの役割】　トロフィー・参加賞の提供（予

算 20 万円強）

　　　　　　　　　開会式あいさつ・閉会式でのト

ロフィー・参加賞の授与

【その他】アスルクラロ沼津の選手による大会サポ

ート、同クラブによる HPや SNS告知

　今後は補助金の承認を前提に、大会における当ク

ラブの役割、参加賞等の協賛品の選定、ロータリー

活動の宣伝方法等について検討してまいります。　 
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■■　本日のプログラム　■■

■ 米山奨学生活動報告 ■

■　米山奨学生　唐　丹　様　■

● 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 31号
2020年 05月 28日

今日の会長挨拶は、田中ガバナー補佐からの期末
挨拶で代えたいと思います。以下、挨拶文です。

ご挨拶（期末クラブ訪問に代えて）
静岡第2グループ今年度ガバナー補佐の田中祐で

ございます。本来であれば、皆様のクラブを訪問さ
せていただき、クラブの1年間の実績を伺いつつ、
拙いながらもロータリーに関するお話を申し上げる
予定でありましたところ、国内では2月ごろから猛
威を発揮し始めました新型コロナウィルス感染症の
影響で、三密を避ける事から緊急事態宣言へと事態
は深刻化を深め、各クラブに於かれましても長期休
会など異常な事態となりました。緊急事態宣言もこ
こに来て解除され、徐々に日常を取り戻しつつあり
ますが、長期にわたる休会で各クラブ会長幹事様は
最後までご苦労が続いている事とお察し申し上げま
す。また、新年度を迎えられます会長幹事様以下新
役員委員長の方々は、PETS並びに地区協議会が相次
いで変則開催となり、戸惑われておられる事と存じ
ます。
小職といたしましても、5月中に予定しておりま

した、後期のクラブ訪問が全く出来ず、また6月 13
日に予定しておりました新旧合同会長幹事会も中止
とさせていただき、ほぼ開店休業状態となりまし
た。世界大会（ハワイ）も中止となり、6月にクラ
ブ訪問をとも考えましたが、各クラブも食事抜きの
縮小開催などの状況に加え、職務が山積されておら
れるのではとの判断と、小職の日程が組めない等の
事情により、誠に残念ではございますがクラブ訪問
は止む無く中止とさせていただきました。
前期に皆様のクラブを訪問させていただいた折に

は、RIの方針や地区の方針、とりわけ安間ガバナー
のお考えをお伝えすることを中心にご挨拶申し上げ
ました。また、併せて2019年 4月の規定審議会にお
いて変更された標準クラブ定款並びに推奨クラブ細
則、その他RIの決定事項についてもお話申し上げま
した。とりわけ重要な事は、日本のロータリーもい
よいよ本当に変わらなければならなくなり、クラブ
の中長期的なあり方について、是非クラブ内でご検
討いただきたいと言う事でございました。この作業
が出来たクラブも出来なかったクラブもおありかと
存じますが、必要な作業でございますので、次年度
以降にも引き継がれ、RIの戦略と自クラブのあり方
の整合性を図って頂きたいと心からお願い申し上げ
ます。
後期の訪問では、やや僭越ではありますが、私の

ロータリー感と言いますか、クラブ運営のコツのよ
うなものを皆さんと一緒に探って行きたいと考えて

おりました。例えば、会員増強や事業活動の進め
方、クラブ内の教育やスキル向上についてなど幅広
くお話出来ればと思っておりました。残念ながらそ
れは果たす事ができませんでしたが、また、機会が
あればご一緒に考えたく存じます。
皆様におかれましては、この様な事態となり、ご

本業においても深刻な事態となっておられる会員様
もおられるかと存じます。心よりお見舞いを申し上
げますとともに、一日も早く回復軌道に乗る事をお
祈り申し上げます。
思うに、日本のロータリークラブとしては、今回

の事は先の大戦以来の危機だと思います。しかし、
先人達が成し遂げた様に、必ずや復活の日が来ると
私は信じております。ロータリーの精神を胸に、心
を強く持って少しずつ歩みを始めて参りましょう。
最後になりましたが、皆様とご家族、会社の皆様の
ご健勝を心よりご祈念申し上げます。
2020年 5月 24日　　　　　　　　　　　　　　　
RI第2620地区　2019～20静岡第2グループ
ガバナー補佐　田中　祐

さて、本日は、唐丹さんの米山奨学生として1年
間すごした感想を話して頂きます。唐丹さんよろし
くお願いします。

6月のプログラム

1356回 12:30
06月04日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブフォーラ
ム⑦　クラブ管理運営委員会　　
新型コロナ対策について　　　　

1357回 12:30
06月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤
次期会長・幹事・各委員会
次年度活動計画　新旧理事会

1358回 12:30
06月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  地区研修・協議
会DVD鑑賞　次年度会長・幹事

1359回 12:30
06月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会　
会長・幹事　1年を振り返って

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

1355 回 26 名  19 名 -   73.08 ％

1353 回 26 名  19 名  1名  76.92　％

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1355 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( 7 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、重光　純、下田朗弘     

　下原満知子、杉山惠嗣、渡邉勝也

●スマイル報告

1.鈴木和憲：誕生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.鈴木良則、5.植松　

　正、6.山本宜司：唐丹さん、本日の卓話を宜しく

　お願いします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津RC 5月29日(金) 新型コロナウイルス感染拡大

　防止対策として休会　MU無し

2.連絡事項

①6/11クラブ協議会の原稿を、本日中に、事務局に

　ご提出下さい。

米山奨学生活動報告

奨学生の一年を振り返って

唐　丹様

　2018年12月に米山奨学生の面接を受けました。最

初は自分が奨学生に選ばれないと思ったが、幸いに

ラッキーの神様に恵まれて採用されました。2019年4

月から私は米山奨学生になり、皆様のおかげで様々

な宝物を収穫しました。これらの宝物を主に三つに

分けました。

　一番に直観的なのは私の生活を変えた奨学金です

。奨学生になる前は時間通りに家賃を払えない日々

を送りましたが、奨学金を頂いた後で生活費が解決

され、他の自分がやりたいこともできました。また

、コロナの影響で仕事をなくしたこの二か月間、奨

学金で本当に助かりました。

　二つ目の宝物は、日本の文化とマナーをもっと深

く触れたことです。例えば、名刺の渡し方、お酌の

文化、「生」という漢字の色々な読み方など、様々

な知識が学べました。日本の文化とマナーのほかに

、毎月例会に出る際に、色々な職業を勤めている方

々の話を聞けるため、様々な職業の知識が勉強でき

ます。もし皆様と出会わなければ、一生、こんな機

会は得られないと思います。

　三つ目の宝物は、人と環境への優しい心です。ロ

ータリー米山奨学会の皆様は凄く優秀で優しい方ば

かりです。私は皆様と出会って以来、ずっと皆様に

色々優しいお世話になっており、心より感謝してお

ります。皆様から中国のお茶、日本のお菓子、美味

しいケーキ、手書きの面白い諺など、沢山のものを

頂いております。皆様は留学生のほかに、地球の環

境や社会の向上にも関心が深く、努力しています。

これまで参加した千本浜清掃、柿田川清掃、ポリオ

募金活動などの活動で、皆様が環境と人のために戦

っている姿を見て参りました。

　未来の人生は、感謝の気持ちを込めて皆様みたい

な優しくて優秀な人間になるために頑張ります。「

袖振り合うも他生の縁」ぜひ皆様とのご縁を大切に

したいです。過去の一年間では過ちを犯しながら、

充実して有意義な一年間を送りました。皆様、今ま

での一年間、どうもありがとうございました。これ

からも、どうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　




