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会   長 植松  正 /  幹  事 山田和 典 

広報委員長 下田朗 弘 /  編 集者 下田朗 弘 

 第 1382回 例会プログラム  

クラブフォーラム 

(新例会場について) 

 

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 ： 久松会計事務所内 

TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

E-mail : numawestrc@gmail.com  

新年明けまして、おめでとうご

ざいます。 

本年 2021年の干支は「辛丑（か

のとうし）」であります。「辛」は「草木が枯れて新

しく生まれ変わろうとする時期」を、「丑」は「種子

の中で芽が伸びることができない状態」を表していま

す。つまり、本年は「新たな知恵や価値観でコロナ禍

を克服し、新しい時代につながる年になる」とも解釈

できるのではありませんか。 

過去の丑年を振り返ると、1973 年（昭和 48 年）に

は、戦後日本経済の高度成長を支えた 1ドル 360円の

固定相場制から変動相場制に移行し、1985年（昭和 60

年）には民営化された NTT（日本電信電話）や JT（日

本たばこ）が誕生、男女雇用機会均等法が成立してい

ます。1997年（平成 9年）は、消費税が 3%から 5%に

引上げられ、四大証券会社の一角である山一証券が自

主廃業し、都市銀行である北海道拓殖銀行や地元大手

スーパーのヤオハンジャパンが経営破綻するなど波

乱の年でした。直近の 2009年（平成 21年）は、前年

のリーマンショックの影響からアメリカ自動車大手

のクライスラーと GM が倒産する一方で世界経済の牽

引役として新興国が台頭してきたのもこの頃です。政

治では、鳩山内閣による民主党政権が誕生し、政権交

代がなされました。 

さて、今年はどんな年となるのでしょうか。懸案で

ある新型コロナウィルス感染状況は、イギリスやアメ

リカ等ではワクチン接種が開始されたものの、世界的

に収束がみられていません。それどころか、イギリス

やアフリカではウィルスが変異し、より感染力が増し

ていると言われています。我が国においても、首都圏

一都三県に今日にも緊急事態宣言が再発令されよう

としています。 

ロータリー活動においても、私の会長としての任期

はあと半年となりましたが、依然先行き不透明な状況

が続いております。コロナ感染再拡大を受け、沼津、

富士山吉原、御殿場クラブは休会しています。このよ

うな状況下ではありますが、3月以降の例会場を早急

に確保すべく、本日のプログラムをクラブフォーラム

に切り替え例会を実施することとしました。沼津西ク

ラブも創立 30 年という節目の年迎えるにあたり、こ

の困難な状況を乗り越え、山本新年度につなげたいと

考えております。引き続きご協力のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

1月のプログラム 

1383回12:30 

1月21日（木） 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 年男・年女の抱負 

丑年会員  理事会⑧ 

1384回12:30 

1月28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 

＜ゲスト・ビジター＞ なし 

＜欠席者＞７名 

頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、成田みちよ、 

下原満知子、杉山恵嗣、山本哲之 

＜他クラブへの出席者＞ 

内田逸美(12/25 沼津RC) 

鈴木和憲、内田逸美(12/29 沼津北RC) 

＜スマイル報告＞ 

1.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

2.内田逸美：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

います。 

 

出席報告（1382回） 会員数28名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1382回 25名 18名 －名 72.00% 

1380回 26名 24名 １名 96.15% 

クラブテーマ 「成長を実感しよう～３つの扉を開く」 

2020-2021年度 第23号 1月7日 

 会長挨拶
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3.植松 正：新年あけましておめでとうございます。 

本日のフォーラムよろしくお願いします。 

4.鈴木良則、5.名古良輔、6.本村文一、 

7.久松 但、8.宮島賢次、9.芹澤和子、 

10.杉山真一、11.重光 純、12.土屋昌之、 

13.山田和典、14.山本宜司、15.小野洋子： 

新年あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

★   幹 事 報 告   ★ 

1.他クラブの例会変更等 

①沼津 RC 

 1月 08日(金) 新型コロナウィルス感染拡大防止

の為休会 MU受付:無し 

 1月 15日(金) 新型コロナウィルス感染拡大防止

の為休会 MU受付:無し 

②富士山吉原 RC 

 1月 14日(木)コロナ感染症ガイドライン｢フェーズ

3｣により休会 

MU受付：1/14 11:30-12:30ホワイトパレス 

③御殿場 RC 

 1月 14日(木) 新型コロナ感染症対策の為休会 

 MU受付：1/14 11:30-12:30 YMCA東山荘                    

2.連絡事項 

①次週 1/14は、祝日週休会です。 

②上期活動報告を、1/14までに、事務局に提出して

下さい。 

臨  時  理  事  会  報  告 

1,報告事項 なし 

2,協議事項 

①12月 26日、永井克彦君より休会届提出 

・期間 ～1月末迄延長 

・会社都合にて（コロナウイルス感染拡大防止の影

響の為）→承認 

②1月 7日、成田みちよ君より休会の申し出。 

・期間 ～1月末迄 

・業務都合にて → 承認 

③今後の例会開催について 

コロナウイルス感染拡大防止により、1 月末迄、例

会を休会とする。

     クラブフォーラム    

会長 植松 正 君 

＜例会場変更の件＞ 

本日のクラブフォーラムは「例会

場変更の件」について話し合いまし

た。本件経緯は、現在の例会場であるニューウェル

サンピア沼津が 2月末閉館となることから、早急に

新例会場を確保する必要に迫られた為です。結論と

しましては、「アクアガーデン迎賓館（沼津）」を

移転候補先とすることとなりました。 

まず始めに当クラブの例会場の変遷や各施設の特

徴、前回 2012年 1月「ニューウェルサンピア沼津」

に移転した際も、「ブケ東海沼津」の閉館に伴うも

のであった等の経緯を説明しました。そして、約 1

年前の閉館騒動から先月末までの複数の候補先との

交渉状況を踏まえ、今回「アクアガーデン迎賓館」

とするに至った経緯を説明しました。 

 そして、同施設の概要（所在地、収容人数、利用

料金等）や運営会社について、ホームページからの

資料等を交えて説明しました。そのうえで、貸切施

設であり、衛生面や設備の充実度、利便性の高さ等

を選定理由にあげました。 

 さらに、課題点である利用料金（食事代）の値上

げに伴うクラブ会計の影響について、会計士である

久松会員より説明頂きました。結論としては、当然

影響あるものの現状の預金量が潤沢であることか

ら、平年並みのスマイル収入が確保できれば早急な

年会費の値上げは不要との分析でした。 

 その後、皆さまからの質疑応答を受付け、ビジタ

ーフィーの設定や会場変更に伴う決議方法について

質問を頂きました。いずれにつきましても、クラブ

細則、運営規定に則って理事会にて適切に処理いた

します。本日例会にて会員皆様より合意が得られた

と判断し、3月移転に向け先方と実務的協議に入りま

すので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

頴川（　③　) 久松(　③　) 井上（　２　） 神尾(　休会　) 宮口（　③　） 宮島（　③　) 本村（　③　）

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

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

田村(　③　) 土屋(　③　) 内田(１、２) 植松（③）+１ 渡邉勝( 休会 ) 山田(　③　) 山本哲(　③　)

山本宜(　③　) 例会出席％　 　87 . 18 　% 地区報告　　 92. 31　%

********************　12月分出席一覧　********************


