
1 

 

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 1383 回 例会プログラム 

年男・年女の抱負 丑年会員 

 

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   

約 1 ヶ月振りの例会開催となりま

した。皆さん体調等にお変わりは

ないでしょうか。 

本日の会長挨拶は、1月中の例会

を中止した経緯と本日例会を再開すると判断した理由

について述べたいと思います。 

当クラブは、年明け第 1回目の例会を 1月 7 日に行

い、クラブフォーラムで例会場移転先を「アクアガーデ

ン迎賓館沼津」とする方針を確認しました。そして年間

計画では、翌週こそ祝日週休会としておりましたが、残

り 2 週については通常例会を行う予定としておりまし

た。しかしながら、例会後の臨時理事会にて沼津市内に

おいて新型コロナウィルス感染者が急拡大する可能性

が高いとの意見が出され、臨時休会との判断に至りま

した。 

本日例会を再開させて頂きましたが、おそらく会員

皆様におかれましても様々なご意見があるかと思いま

す。私も近隣他クラブの状況は会長・幹事などよりヒア

リングしていますし、実際のところ今週は他の沼津3ク

ラブは休会しております。そのような状況下において

も、本日例会を開催する理由として 3つございます。 

1つ目は、コロナ感染者数が静岡県東部地区において

もピークを越え減少傾向にあり、当例会場においては

感染予防に十分なソーシャルディスタンスを確保でき

る状況にあること。 

2 つ目は、アクアガーデン樋口支配人に視察頂き、3

月以降の例会運営や30周年記念式典について検討した

かったこと。 

3つ目が、私の一番の思いです。コロナ禍で会員皆様

の事業においても大なり小なり影響を受け、ストレス

や悩みが続く毎日かと推測されます。そのような状況

下、会員同士が顔を合わせることで気分転換ができ、

様々な問題解決のヒントが得られる可能性があると考

えたこと。 

ロータリークラブは、商業道徳の欠如が目立ち、人間

関係が希薄となった 20 世紀初頭のシカゴの街でポー

ル・ハリスと友人 3名で誕生しています。コロナ禍で世

界中が混乱している今だからこそ、信頼できる会員同

士が知恵を出し合い、この国難ともいえる状況を乗り

切りましょう。 

 

2月のプログラム 

2月11日（木） 祝日週休会 

2月18日（木） 特別休会 

1384回12:30 

2月25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＞  

1.樋口亮介様:アクアガーデン迎賓館 支配人 

＜欠席者＞ 5名 

井上武雄、神尾栄一、小野洋子、重光純、下原満知子 

＜他クラブへの出席者＞ 

＜スマイル報告＞ 

1.宮口雅仁、2.植松 正：誕生日のお祝いありがとう

ございます。  

3.鈴木和憲、4.山田和典、5.杉山恵嗣：家族の誕生日

のお祝いありがとうございます。 

6.植松 正：アクアガーデン迎賓館 樋口支配人 本

日は、よろしくお願いします。 

7.山田和典、8.鈴木良則、9.山本宜司：本日の、年男

抱負、宜しくお願いします。 

10.名古良輔：皆さま、お久しぶりです。 

11.頴川ゆう子：お久しぶりです。よろしくお願いしま

す。 

12.杉山恵嗣：長い間、欠席させて頂きました。スミマ

セン。 

 

出席報告（1383回） 会員数28名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1383回 25名 20名 －名 80.00% 

1381回 26名 20名 3名 88.46% 

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２４号 ２月４日 

 

会長挨拶
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★    幹  事  報  告    ★ 

1.他クラブの例会変更等 

①沼津RC 

 2月5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月12日(金) 祝日週休会 

 MU受付:11:30-12:30 沼津リバーサイド 

②沼津柿田川RC 

 2月10日(水) 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月17日(水) 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.連絡事項 

①次週は、祝日休会です。 

②次々週は、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。 

③2/18の上期活動報告を、本日中に、事務局に提出し

て下さい。 

臨  時  理  事  会  報  告 

1,報告事項 

①沼津4クラブ合同例会は中止となりました。 

 日時：2021年3月17日(水) 場所：沼津リバーサイ

ドホテル 

②米山奨学生 唐丹さんが、2月16日(火)、沼津北RC

に卓話の為、訪問されます。※引率者 鈴木和憲君 

2,協議事項 

①1月28日、永井克彦君より休会届提出 

・期間 ～ 2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28日、渡邉勝也君より休会届提出 

・期間 ～ 3月末迄延長 

・年度内、業務多忙にて → 承認 

③1月31日、成田みちよ君より休会届提出 

・期間 ～ 2月末迄延長 

・業務対応にて → 承認 

④今後の例会開催について 

・コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、2月18日(木)

を休会とし、次回例会開催は 2月25日(木)とする。 

 年男の抱負 丑年会員  

宮口雅仁君 

 丑という字は、手の指を曲げて物を

握る様子を表した象形文字で、つか

む、からむ、という意味があります。 

糸へんに丑と書く紐にその意がうかがえます。中国の漢

書では、丑は曲がる、ねじるという意味を持ち、芽が種

子の内部で伸びきらない状態を表しているとされていま

す。中国伝来の十二支は、もともと植物が循環する様子

を表しているので、十二支の二番目に芽が種子の内部で

伸びきらない状態を表す丑がくるのです。 

子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期とされています。 

十二支を浸透させる為に動物をあて丑が十二支（子・

丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥）の二番

目になった理由を表した民話があります。ネズミの作戦

に引っ掛からなければ、十二支レースで、うしが断トツ

の一番になるはずでした。 

本村文一君 

 抱負とは、心の中に抱いている決意や

希望という意味のようですが、今年は考

えたこともありません。それは、自分が

今置かれている状況によることが大きいです。 

コロナがこんなに蔓延していて医者という職業柄、と

ても身近で常に精神的にも緊迫した状況です。コロナは

インフルエンザと違い特効薬がありません。またどんな

人でも死ぬ可能性があります。コロナと診断しても治す

こともできません。せめてアビガンでも流通させてくれ

れば状況は違ったかも。 

それでももう少しでワクチンが始まります。このワク

チンにはとても期待しています。ワクチンが効けばコロ

ナの脅威はなくなり、オリンピックだって無観客かもし

れませんができるかも。今はとにかく感染者を少なくし

て死亡者を減らすことです。医療が手が回らない状態を

作ってはいけません。今わかりました。 

今年の抱負はコロナにかからず元気で生き抜くこと。

それまであと少し。皆さん元気で頑張りましょう。 

山田和典君 

 過去24年をさかのぼり、丑年の年を 3

年見比べますと、1997年、2009年、2021

年の3年は国内経済が大変な状況の年で

あるとみて取れます。 

まず1997年は平成不況の年で以降の 2年は連続マイナ

ス成長となり、銀行の不良債権問題からの貸し渋りや 11

月には山一証券の廃業、拓銀の破綻と相次ぎました。私

は、社会人3年目で家業に入った最初の年でした。 

2009年は鮮明に記憶しており、言わずと知れた、リー

マンショック不況です。私は経営者となり、今年で 18年

目ですが、今のところ一番大変だった年です。とにかく

工場を稼働させる仕事がほとんどなく、強制的に休業し

週休4日体制で、雇用調整助成金をもらいしのいでおり

ました。役員報酬も50％カットしたりと、人員削減は免

れましたが思いつくことはなんでもやりました。夜中う

なされるということも記憶しています。但し、そこでの

どん底の経験は教訓として今につながっていると感じて

います。 

さて、2021年はどんな年でしょうか、コロナ禍からの

脱却はまだ先が見えず、何とかつないできた企業が耐え

切れず倒産というようなニュースも増えてくるかもしれ

ません。 

私としては、昨年買収した子会社がちょうど 1年経過

し、成果を出していく年となると思います。月並みです

が健康に留意し、社業にロータリー活動に元気に邁進し

てまいりたいと考えております。 
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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1384回 例会プログラム  

クラブ協議会④ 上期活動報告 

 

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  

本日の会長挨拶は、当クラブ例

会場として利用するのは最終日

となります「ニューウェルサンピ

ア沼津（以下、サンピア）」の思い出について振り返

ってみたいと思います。 

サンピアに例会場を移転した経緯は、それまでの例

会場「ブケ東海沼津」が 2012 年 3 月末閉館との決定

を受けたものでした。因みにブケ東海での最終例会は、

2011年12月22日に行われたクリスマス家族例会で、

加藤学園高校IACの生徒を招待した華やかな最期でし

た。移転先選定には、当時の宮島会長や杉山幹事がご

苦労されていましたが、サンピアの実質オーナーであ

る沼津北 RC の若林会員（当時）のご厚意もあり実現

したものでした。 

そして、移転後記念すべき第1回目（通算第977回）

の例会は、今から9年前の2012年1月12日に行われ

ました。内容は、サンピア総支配人である田村治義さ

んの入会式があり、卓話は鈴木良則さんと渡邉亀一さ

んのベテラン会員お二人による新年の抱負でした。当

時会員数は22名と少なめですが、今も約3分の2に

あたる 14 名が在籍しています。言い換えれば、現在

のメンバーの半分はブケ東海の例会場時代を知らな

いことになります。 

個人的に最も思い出深い例会は、今から 5 年前の

2016年2月21日に開催された静岡第3分区のIM（イ

ンターシティーミーティング）です。芹澤貞治ガバナ

ー補佐の発案により、北朝鮮拉致被害者である蓮池薫

氏を講演者に招き、沼津、富士、富士宮の約250名以

上の会員参加のもと盛況に終えることができました。

ただ当初は、これ程の人数を当会場で対応可能なのか

という意見があったのも事実でした。しかしながら、

田村会長は、体育館を懇親会場とする斬新なアイデア

により、会場スペースの課題を解決してくれました。

その他、同年5月29日に開催された創立25周年記念

式典や、クリスマス家族例会、バーベキュー会場での

納涼例会など思い出はつきません。 

当クラブの歴史において、恐らく400 回近くの例会

がサンピアで開催されてきたと推測されます。ここ1

年は閉館問題やコロナ禍から、田村総支配人をはじめ

スタッフの皆さまは大変ご苦労されたかと存じます。 

最後に、本日まで円滑な例会運営にご協力いただい

たサンピアのスタッフの皆様にお礼を申し上げ、会長

挨拶とさせていただきます。 

3月のプログラム 

1385回12:30 

3月4日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 山本 哲之 君 

新例会場施設案内 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館支配人 樋口 様 

1386回12:30 

3月11日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館  2 ｸﾗﾌﾞ合同例会 

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  理事会⑩ 

3月18日（木） 祝日週休会 

1387回13:00 

3月25日（木） 

山田車体工業(株) 会員職場見学 

山田車体工業  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

＜ゲスト・ビジター＞ なし 

＜欠席者＞4名 

神尾栄一、下田朗弘、下原満知子、内田逸美 

＜他クラブへの出席者＞ 

＜スマイル報告＞ 

1.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございます。 

2.芹澤貞治、3.井上武雄：家族の誕生日のお祝いあり

がとうございます。 

4.宮島賢次、5.頴川ゆう子：入会記念日のお祝いあ

りがとうございます。 

6.植松 正、7.山田和典：本日のクラブ協議会の上

期活動報告を、よろしくお願いします。 

8.鈴木良則、9.本村文一、10.久松 但、11.杉山真一、 

12.成田みちよ、13.土屋昌之、14.鈴木和憲、 

15.山本宜司：ニューウェルサンピア沼津様、長い間、

ありがとうございました。 

出席報告（1384回） 会員数28名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1384回 26名 22名 －名 84.62% 

1382回 25名 18名 2名 80.00% 

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2５号 ２月２５日 

 
会長挨拶
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頴川（　０　) 久松(　①　) 井上（　０　） 神尾(　０　　) 宮口（　①　） 宮島（　①　) 本村（　①　）

永井（ 休会　) 名古(　①　) 成田(０、１) 小野(　①　) 芹澤和(　①　) 芹澤貞(　①　) 重光(　①　)

下田 (　①　) 下原 (　０　) 杉山恵(　０　) 杉山真(　①　) 鈴木博(　①　) 鈴木和(　①　) 鈴木良( 免除 )

土屋(　①　) 内田(　①　) 植松（　①　） 渡邉勝( 休会 ) 山田(　①　) 山本哲(０、１) 山本宜(　①　)

例会出席％　 72 . 00 　% 地区報告　　80 . 00 　%

********************　1月分出席一覧　********************

16.名古良輔：この会場も、今日で最後です。お世話に

なりました。 

17.芹澤和子：ニューウェルサンピア沼津様、会場とし

ても、とても良く感謝しています。 

18.成田みちよ：2ｶ月の休会、ご心配をおかけしまし

た。休会中さみしかったです。本日より、宜しくお

願いいたします。 

★   幹 事 報 告   ★ 

1.他クラブの例会変更等 

①沼津北RC 

 3月2日(火)新型コロナウィルス感染拡大の為休会  

 MU受付:3月2日11:30-12:30沼津リバーサイドホテル 

2.連絡事項 

① 次週から、例会場が、沼津駅北口、沼津税務署西側 

アクアガーデン迎賓館沼津に変更になります。 

  お車の駐車について、会場駐車場は、30台ほど駐車

可能ですが、到着した方から 奥より詰めて駐車して

いただくようお願いいたします。満車になった場合は

空いたスペースに縦列で駐車してください。ご不明な

点は、幹事携帯までご連絡ください。 

臨  時  理  事  会  報  告 

1,報告事項 

① 3月4日(木)の例会より、例会場が「アクアガーデン

迎賓館 沼津」に変更となります。 

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 

山本宜司 君 →承認 

②3月度・4月度 座席表の件 SAA 本村文一 君 

添付資料参照 →承認 

③副幹事変更の件 

 山本宜司次年度会長及び次年度理事の承認により、次

年度幹事が渡邉勝也 君から宮島賢次 君に変更となり

ました。（2/4確認）それに伴い、今年度の副幹事も宮

島賢次 君に変更となります。→承認 

（写真上）ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津例会場内、（右）各発表者

    クラブ協議会「上期活動報告」 

幹事 山田 和典 君 

本日のクラブ協議会では、各委員

長より「上期活動報告」を発表してい

ただきました。クラブ管理運営委員

会・山本委員長をはじめに、公共イメ

ージ委員会・宮島副委員長、会員増強委員会・久松委

員長、奉仕プロジェクト委員会・杉山委員長、ロータ

リー財団委員会・重光委員長、本村S・A・A、副会計

の成田さんの順に発表が行われました。 

山本委員長や本村S・A・Aからは、特にコロナ感

染防止に留意した例会運営について、会計からは今

期の予算消化について、コロナ禍の為、各費用予算

の消化が進んでないことの詳細について要点を絞り

説明していただきました。 

次に、植松会長からの総評がありました。まず、

クラブ管理運営委員会に対しては、コロナ禍により

対外行事が無くなったりと難しい例会運営において

のプログラム編成などに労いの言葉がありました。

公共イメージ委員会に対しては、週報雛形のWordを

利用してのリニューアルについて評価をされていま

した。また、例会毎の週報の校正チェックについ

て、委員間での複数チェック等、精度を向上させて

ほしい旨のご指摘がありました。 

会員増強委員会に対しては、名古研修リーダーに

よる研修会が盛況に終わったことに評価をされてい

ました。奉仕プロジェクト委員会に対しては、コロ

ナの影響でインターアクトの活動がなく、サッカー

大会におけるポリオ募金以外の目立った活動ができ

なかったため、下期予定の奉仕活動の検討を進める

ようご指示がありました。 

各委員会委員の皆様、上期は大変お疲れ様でし

た。下期は休会を挟んでのスタートとなりました

が、3月より例会場も変わり、心機一転、当クラブを

盛り上げていきましょう。残り4ヶ月、宜しくお願

いいたします。 


