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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは。

2021年度～2022年度1399回例会新年度第１回例会に

出席していただきありがとうございます。今日は朝か

ら雨です。新年度の始まりが雨ということで、先行き

が少し不安な気持ちでいます。

まずは、植松前会長、山田前幹事お疲れさまでした。

次回慰労会がありますので、会員一同労をねぎらいた

いと思います。しかしながら、今年度も先頭集団で頑

張っていただかなければなりません。よろしくお願

いします。

さて、今年度は７月１日が第１例会です。ロータリー

の新年度始まりが７月１日から始まるわけですが、こ

の７月１日が第１例会なのは2010年久松会長以来だ

と思われます。

日本の新年度の始まりは４月からなので、7月が新年

度というのは入会当初戸惑いもありましたが、いまで

は当然のごとく毎年新年度を迎えています。今日から

１年間会長としての職責を全うすべく頑張っていきた

いと思います。

先週、明治神宮にて結婚式に参列した折、時間があっ

たのでお参りをしてきました。3つお願いをしてきま

した。「１年間会長職を務めあげられますように」

「沼津西ロータリークラブが益々発展しますように」

「会員の皆様が健康で例会に出席できますように」で

す。

明治神宮については、皆さんご存知だと思いますが、

私は大学時代「日本の庭園史」の授業で勉強したのを

思い出しました。

後々このことにも会長挨拶でお話しできればと思いま

す。ただただ会長挨拶だけが心配です。

その他のことは、土屋副会長・宮島幹事・理事の皆さ

んがやっていただけるので全く心配していません。こ

の１年で、自分自身成長できるよう会員の皆さんと共

に進んでいきますので、よろしくお願いします。

以上会長挨拶とさせていただきます。

＜欠席者＞ ( 2 名)

宮口 雅仁、山本 哲之

＜他クラブへの出席者＞

下田 朗弘 (6/27 IAC連絡協議会)

重光 純 ( 6/30 北海道2500ロータリーEクラブ)

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1399回 26名 24名 －名 92.31 %

RI 第2620 地区 静岡第２グループ

沼津西ロータリークラブ

2021-2022 年度・クラブテーマ

「和衷協同 ニューロータリー」
会 長 山本 宜司 / 幹 事 宮島 賢次

第1399回 第31巻01号 2021年7月01日

例会プログラム

■ 会長・幹事・副会長の抱負 ■

7月のプログラム

1400回18:30

7月10日(土)

ひろ繁 前年度会長・幹事慰労会

クラブ管理運営委員会

1401回12:30

7月15日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブフォ

ーラム① クラブ管理運営委員会

７月22日(木) 祝日週休会

1402回12:30

7月29日 (木)

アｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブ協

議会① 前年度事業・決算報告

8月のプログラム

1403回18:30

8月5日 (木)

みしまﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 納涼例会

クラブ管理運営委員会

1404回12:30

8月12日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 ガバナー補

佐卓話 太田義隆G補佐期首訪問

理事会③

1405回12:30

8月19日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 ガバナー公

式訪問 小林總一郎ガバナー

1406回12:30

8月26日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブフォ

ーラム②会員増強維持委員会

例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37

アクアガーデン迎賓館沼津

℡ 055-920-5200

事 務 局 久松会計事務所内

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

E-mail : numawestrc@gmail.com

例 会 日 毎週木曜日１２：３０点鐘

広報委員長 成田 みちよ / 編集者 成田 みちよ
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＜スマイル報告＞

1.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.久松 但､3.杉山真一､4.土屋昌之､5.山本宜司

入会記念日のお祝いありがとうございます。

6.山本宜司：会員の皆様、今日から１年間、宜しく

お願いします。

7.宮島賢次：一年間、よろしくお願いいたします。

8.鈴木良則､9.名古良輔､10.芹澤貞治､11.本村文一､

12.久松 但､13.井上武雄､14.植松 正､15.芹澤和子､

16. 杉山真一､17.重光 純､18.成田みちよ､19. 土屋昌之､

20.内田逸美､21.下原満知子､22.頴川ゆう子23.鈴木和憲､

24.渡邉勝也､25.山田和典､26.下田朗弘､27.小野洋子

山本会長、宮島幹事、一年間宜しくお願いします。

28.杉山恵嗣：旧役員の方々、ご苦労様でした。

29.本村文一：キラメッセ、行ってきます。

30.山本宜司：先日、娘が結婚しました。2回の緊急事

態宣言で延期になりましたが、やっと、挙げる事が

出来ました。

★ 幹 事 報 告 ★

1.連絡事項

① 次週7月10日（土）は、18:30より原の「ひろ繁」

にて前年度会長・幹事の慰労会です。曜日・時間変

更になりますのでお間違いないようにお願いいた

します。

② 7月29日に行われますクラブ協議会（前年度事

業・会計報告）の報告書を8日までに事務局まで提

出してください。

③ ガバナー事務局より会員増強維持セミナーの案内

が届きました。

7月31日13:00～16:30にオンライン(Zoom)にて開

催されます。

会長と当該委員長は登録および出席をお願いいたし

ます。

④ 上半期の会費納入を7月中にお願いいたします。

⑤ 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。

★ 理 事 会 報 告 ★

1.協議事項

① 8月度例解プログラムの件 クラブ管理運営委員会

土屋 昌之 君･別紙参照 ⇒ 承認とする。

② 納涼例会の提案について クラブ管理運営委員会

土屋 昌之 君･添付資料参照 ⇒ 承認とする。

③ 永井 克彦 君より､新型コロナウィルス感染拡大防止

の為、7月末まで休会とする。⇒ 承認する。

★ 会長・幹事・副会長の抱負 ★

■ 会長 山本 宜司 君 ■

2021-2022年度、会長を仰せ

つかりました山本です。

１年間よろしくお願いします。

経験豊富な土屋副会長や宮島幹事・理事の皆さんがお

られますので、会長としての事業活動はさほど心配し

ていません。会長挨拶だけが心配です。話を的確に丁

寧に皆さんに伝わるように努力していきたいと思いま

す。来年６月の会長任期が終わる頃には原稿を読むこ

となく話し上手になれればと思っています。

さて、活動計画でも話しましたが、今年度クラブテー

マを「和衷協同 ニューロータリー」とさせていただ

きました。和衷とは心の底から仲良くすることで、心

を同じにして共に力を合わせるという意味です。

本年度 国際ロータリー会長でありますシェカール・

メータ氏はテーマを「奉仕しようみんなの人生を豊か

にするために」としました。キーワードは「GROW

MORE DO MORE」もっと成長しよう、もっと行動し

ようです。

一方 小林総一郎国際ロータリー第2620地区ガバナ

ーは、「新たな時代を生きるロータリー」としていま

す。ウイズコロナの中で自分たちはどのように進んで

いくのか昨年来の、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響で今までの生活様式が大きく変わりました。それ

らに対応する為現在の例会スタイルを維持しながらも
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新しいスタイルの例会スタイルを作っていくことも必

要と考えています。

しかしながら個人的には、アナログ人間の自分として

face to face 会員同士が顔を合わせて語り合うのが本

来の例会の姿であると考えます。そしてお酒を飲みな

がら本気でロータリーについて語り合う場（別名 ロ

ータリーの居酒屋又はロータリー井戸端会議）も必要

だと思います。

今年度は、人と人との触れ合いを大事に新たな時代に

あった活動をしていきます。そして、今年度は他団体

（JC、YEG）との交流を深めていきたいと思います。

自分たちより少し若い人たちと交流を図ることで、何

かロータリー活動の一助になればと考えています。ま

た交流から少しでも会員拡大につながれば良いかと思

います。会員の皆様にご協力をお願いし健康に注意し

て活動していきます。

以上会長抱負とさせていただきます。

■ 幹事 宮島 賢次 君 ■

一度目の幹事を入会4年目で

務めた時に､「勉強をする機

会を与えて頂いたと思い一生

懸命に努める覚悟です。幹事経験者でもあります栗原

会長に教わりながら、微力ながら何とか当クラブ及び

会長の円滑な運営の助力になればと一年間精進いたし

ます」と言っていました。

実際は、弁護士の坂部元幹事の残した資料を見ながら

真似をしていた様に思います。

あれから15年まさかの二度目となりますが、今回も

前幹事の山田さんが優秀な補佐役を務めておられまし

たので、見習いながら山本会長を補佐し、会長二度目

と同じく「前回より少しはましな幹事」を務められま

すよう緊張感持って尽力いたしますので、会員の皆様

にはご協力をお願い申し上げます。

■ 副会長 土屋 昌之 君 ■

今年度、副会長を拝命しまし

た土屋です。

副会長の職務をロータリーハン

ドブックで調べたところ、会

長不在の際に、会長に代わって任務を行う、となって

おります。

山本会長は何があっても例会に出席されると思います

ので、副会長の職務を行うことは今年度はまずないか

と安心しておりますが、来年に向けてしっかり勉強し

ていきたいと思います。

一方、クラブ管理運営委員会委員長については非常に

プレッシャーを感じております。充実したプログラム

内容を遂行すること、そしてコロナ禍においての親睦

プログラムのあり方をどうするか。この２点を委員会

のメンバーと共にしっかり計画していきたいと思いま

す。

今年度はコロナの影響で会員卓話も多くなると思いま

すが、依頼した際は快くお引き受けお願いします。

また、外部卓話の推薦等ありましたら教えてください。

1年間よろしくお願いいたします。
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんばんは。第1400回例会に出席していただ

きありがとうございます。

先週の大雨被害に遭われた方にはお見舞い申し上げま

す。

小林ガバナー・太田ガバナー補佐より連名で当クラブ

に対してもお見舞いのメールレターを頂きました。

また、熱海伊豆山の土砂災害においては小林ガバナー

を本部長として「2620熱海豪雨災害支援本部」を設置

して支援金受付を開始しました。既に北海道地区、関

東地区からは１００万円関西地区からは２００万円の

支援金が届いたそうです。2620地区においては9ク

ラブから届いているそうです。当クラブとしても皆様

に来週以降支援募金のご協力お願いします。

さて、本日は、前年度会長・幹事慰労会です。植松前

会長・山田前幹事には改めて感謝申し上げます。コロ

ナ禍において大変な１年であったと思われます。

慰労会の出席率は、毎年何パーセントくらいなのかと

思い調べて見ました。

過去11年、2010年久松会長から昨年度植松会長まで

１1回 出席率は平均63.9％でした。

出席率が一番高い数字だったのは、76％の昨年植松会

長年度で、次に75％の2014年の芹澤和子会長年度２

つとも会場はﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津でした。３番目に多

かったのは72.73％の2011年宮島会長年度でした。場

所は伊豆長岡温泉でした。

本日の例会場も新型コロナウイルス感染予防を考え、

泊りでなく市内で行うことになりました。

場所はどこであろうとも、前年度会長・幹事を慰労す

ることに変わりありません。

コロナを正しく恐れ、安心・安全な慰労会にしましょ

う。

＜欠席者＞ ( 10 名)

頴川 ゆう子、宮口 雅仁、本村 文一、小野 洋子、

重光 純、下田 朗弘、下原 満知子、鈴木 和憲、

内田 逸美、山本 哲之

＜他クラブへの出席者＞

山本 宜司、杉山 真一

(7/10 地区ロータリー財団セミナー)

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1399回 25名 15名 －名 60.00 %

RI 第2620 地区 静岡第２グループ

沼津西ロータリークラブ

2021-2022 年度・クラブテーマ

「和衷協同 ニューロータリー」
会 長 山本 宜司 / 幹 事 宮島 賢次

第1400回 第31巻02号 2021年7月10日

例会プログラム

■ 前年度会長・幹事 慰労会 ■

7月のプログラム

1401回12:30

7月15日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブフォ

ーラム① クラブ管理運営委員会

７月22日(木) 祝日週休会

1402回12:30

7月29日 (木)

アｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブ協

議会① 前年度事業・決算報告

8月のプログラム

1403回18:30

8月5日 (木)

みしまﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 納涼例会

クラブ管理運営委員会

1404回12:30

8月12日 (木)

米山梅吉記念館 ガバナー補佐卓話

太田義隆G補佐期首訪問

理事会③

1405回12:30

8月19日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 ガバナー公

式訪問 小林總一郎ガバナー

1406回12:30

8月26日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブフォ

ーラム②会員増強維持委員会

例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37

アクアガーデン迎賓館沼津

℡ 055-920-5200

事 務 局 久松会計事務所内

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

E-mail : numawestrc@gmail.com

例 会 日 毎週木曜日１２：３０点鐘

広報委員長 成田 みちよ / 編集者 成田 みちよ
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＜スマイル報告＞

1. 植松 正：本日は、よろしくお願いします。

2. 山田和典：皆様、先念は、ありがとうございました。

本日は、ありがとうございます。

3. 山本宜司：植松前会長、山田前幹事、１年間おつか

れ様でした。

4. 宮島賢次：植松パスト会長、山田パスト幹事、１年

間ありがとうございました。

5. 芹澤貞治、6. 名古 良輔、7. 久松 但、8.成田みちよ、

9. 杉山真一、10. 土屋昌之、11. 渡邉勝也、12. 杉山

恵嗣：前年度、植松会長、山田幹事、ご苦労様でし

た。

13. 成田みちよ：明日より、熱海の災害現場に入りま

す。頑張ります。

★ 幹 事 報 告 ★

1.連絡事項

① 沼津RCよりメークアップ方法が変更になりました。

1. 食事あり/なしは選択制：食事はお弁当 →

例会終了後にお食事、またはお持ち帰りの選択制

2. 食事なし：ビジターフィーなし → 事前連絡不要

3. 食事あり：ビジターフィー￥2,500 →

2日前（水曜日午前中）までに事務局へ連絡

② 地区公共イメージ向上委員会より、先の地区大会で

上映された「ロータリー4つのおはなし」が

YouTube上で公開されました。ロータリアンの共通

理解、一般のより多い方への周知にご利用くださ

い。

アクセス方法：Google、Yahoo!等でのワード検索：

「ロータリー 4つのおはなし」

YouTubeに入ってからの検索「そうだったんだ

ロータリー」

③ ロータリー文庫運営委員会から文献をダウンロー

ドする為の、今年度のユーザー名とパスワードが

届きました。

ユーザー名：rotary-bunko Pass: sugahara@2021

ご利用ください。

④ ガバナー・ガバナー補佐連名で、今回の豪雨によ

る被害についてお見舞いのメールが届きました。

また、熱海豪雨災害支援金募金を実施し、今月末ま

でにクラブごと送金のお願いも届きました。

⑤ 7/29のクラブ協議会の原稿を、本日中に事務局に

提出してください。

★ 前年度会長・幹事 慰労会 ★

本日の司会 久松 但 君

新・旧会長・幹事の皆様
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは。

第1401回例会に出席していただきありがとうございます。

今日は、欠席者が多く少し寂しい感じがします。

さて今日7月15日は、ファミコンの日だそうです。ファミコン

の日は、1983年（昭和58年）7月15日に任天堂から「ファ

ミリーコンピューター（ファミコン）」という家庭用ビデオゲーム

機が発売されたことを記念して制定された記念日です。

家族でゲームを楽しむ日という意味があります。現在は、ほと

んどの家にも家庭用ゲーム機が置いてある時代です。

しかしながら、初めてファミコンが発売された時にはゲームセ

ンターなどでしかすることが出来なかったゲームが家で出来

ると、大騒ぎになりました。先日も任天堂「スーパーマリオ

64」が競売にかけられゲームソフト史上最高額の 156万ドル

（約1億7200万円）で落札されました。

ゲームソフトの落札額が100万ドル（1億1000万円）を超え

るのは初めてだそうです。

ファミコンが発売された時、「ドンキーコング」「ドンキーコング

JR」「ポパイ」の３本のソフトも同時に発売され人気のゲーム

でした。近年、昔を懐かしむコレクターの間でレトロゲームの

人気が高まって、競売でレトロゲーム機やソフトの価格が高騰

しているようです。皆さんの家庭に眠っているゲームソフトは

ないでしょうか。

また、昨年からのコロナの影響で巣ごもり状態が続いて、ファ

ミコンは家庭の必需品のようなものになっているようです。大

人も楽しめると評判の「あつ森」と呼ばれている「あつまれ動

物の森」は、会員の中にはやられている方もいるでしょうし名

前だけでも知っている方も多いのではないでしょうか。

本日は、クラブフォーラムです。クラブ管理運営委員会よろ

しくお願いします。

以上会長挨拶を終わります。

＜欠席者＞ ( 10 名)

久松 但、井上 武雄、本村 文一、成田 みちよ、

芹澤 和子、下原 満知子、内田 逸美、渡邉 勝也、

山田 和典、山本 哲之

＜スマイル報告＞

1.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.宮口雅仁：入会記念日のお祝いありがとうございます。

3.山本宜司：クラブ管理委員会の皆様、本日は宜しくお願い

します。

4.下田朗弘：本日は、所用により早退します。

5.小野洋子：7月10日、欠席させて頂きました。

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1401回 25名 15名 －名 60.00 %

RI 第2620 地区 静岡第２グループ

沼津西ロータリークラブ

2021-2022 年度・クラブテーマ

「和衷協同 ニューロータリー」
会 長 山本 宜司 / 幹 事 宮島 賢次

第1401回 第31巻03号 2021年7月15日

例会プログラム

■ クラブフォーラム① クラブ管理運営委員会 ■

7月のプログラム

1402回12:30

7月29日 (木)

アｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブ協

議会① 前年度事業・決算報告

8月のプログラム

1403回18:30

8月5日 (木)

みしまﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 納涼例会

クラブ管理運営委員会

1404回12:30

8月12日 (木)

米山梅吉記念館 ガバナー補佐卓話

太田義隆G補佐期首訪問

理事会③

1405回12:30

8月19日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 ガバナー公

式訪問 小林總一郎ガバナー

1406回12:30

8月26日 (木)

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館沼津 クラブフォ

ーラム②会員増強維持委員会

例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37

アクアガーデン迎賓館沼津

℡ 055-920-5200

事 務 局 久松会計事務所内

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

E-mail : numawestrc@gmail.com

例 会 日 毎週木曜日１２：３０点鐘

広報委員長 成田 みちよ / 編集者 成田 みちよ
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★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

① 沼津北RC : 7 /20(火) 祝日週休会MU：11:30-12:30

沼津リバーサイドホテル

② 富士山吉原RC ：7/22(木) 祝日休会 MU：無

2.連絡事項

① ガバナー事務所より「2024-25年度ガバナー候補者推

薦の件」ガバナー指名案の提出要請が届きました。

立候補希望ある方は7月中にお申し出ください。

② 中村皇積ガバナーノミニ―より、「2023-24年度ガバナ

ー補佐候補者推薦のご依頼」が届きました。輪番制にと

らわれず、意欲的で最適任の候補者をご推薦くださいと

のことです。

立候補希望の方は、候補者の基準・留意事項等があり

ますので今月中にお申し出ください。

③ 2620地区 米山記念奨学セミナー開催の案内が届き

ました。参加対象者：クラブ会長・米山委員長

2021年8月7日(土) 13:30～：グランシップ会議

ホール・風11 ・ 12F

④ 2021-22年度RLI日程の案内が届きました。受講希望

の方はお申し出ください。

⑤ ガバナー事務所より「日本のロータリー100周年ビジョン

レポート 202(本編)」の送付ならびにご回答のお願いが

届きました。ビジョンレポート(P67)中のＰ22～32の第4

章：視点1から視点3までについての感想を回答書に

ての提出依頼です。メールで送付しますので、8月12

日までに提出をお願いいたします。

⑥ 熱海豪雨災害支援金募金を実施します。募金箱を廻し

ますのでお願いいたします。

⑦ 8月5日納涼例会、12日ガバナー補佐期首訪問、19

日ガバナー公式訪問の出欠席表に記入をお願いいたし

ます。

⑧ 次週は祝日週休会です。お間違いなきようお願いいた

します。

⑨ 7/29のクラブ協議会の原稿を、本日中に事務局に提

出してください。

★ クラブフォーラム ★

クラブ管理運営委員会 土屋 昌之 君

本日のクラブフォーラムでは、充実した例会に向けて、

会員の皆様の意見を伺いました。

討議内容と意見は下記をご参照下さい。

１．変更後の例会場での改善点・ご意見

・ 受付の場所・席のレイアウト等は事前に打ち合わせ

を行ってきたためこのままでよい

・ 料理の量が少し少ない（パンをまとめてテーブルご

と置いておくのも良いのではないか）

・ 翌月のメニューを出してもらう

２．お薦めの外部卓話の方、聞いてみたい会員卓話の方、

ぜひ話したい自薦

・ 会場の支配人の卓話

・ 当クラブ、他クラブの専門職の会員に日常に役立つ話を

してもらう

・ もっと会員卓話をしてお互いを知る必要がある

・ オンラインで他クラブの会員卓話を依頼する

３．マンネリ化を打破するプログラム内容

・ 今までの蓄積の内容のためマンネリと捉えずこのままで

よい

・ マンネリではなく、運営が安定している

・ ワインの勉強会やゴルフの話もいいのではないか

４．他団体との交流の方法

・ 奉仕の一環での交流が良い

・ 会長意向に沿えばいい

・ ゴルフやテーブル会に招待する

５.お薦めの花見例会場、日帰り旅行先

・ 花見はバーベキューをしながらでもいいのでは

・ 旅行は日帰りで行けるとすると神奈川か山梨

・ 一度計画した横浜クルーズ

・ 近場の沼川でもいいのでは

以上のご意見を参考にプログラムに落とし込んで

いきたいと思います。
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは。

第1402回例会に出席いただきありがとうございます。

本日はクラブ協議会です。2020-2021年度事業活動報告・

決算報告を前年度役員の皆様よろしくお願いいたします。

さて、東京オリンピックが先週23日に始まりました。8月８日

まで33競技 39種目が行われます。新型コロナウイルスの

影響で史上初の１年延期。しかしながら新型コロナウイルス

感染拡大は収まらず東京においては毎日3,000人規模の感

染者が出ています。そして開催反対の世論が多数ある中開

催されました。開催まで波乱万丈ではありましたが始まって

みれば連日の金メダルラッシュにテレビ・新聞ではオリンピッ

ク一色です。東京で行われるオリンピックは２回目です。実際

には1940年に東京オリンピックが開催される予定でしたが、

戦時下で中止となりました。このころオリンピックについて米山

梅吉翁は「スポーツマンシップとフェアプレーを結合し一体化

して国際親善に貢献することがオリンピックの大きな使命で

す。ロータリーはもとより地味な運動で華やかではありません

が、目的とするところはオリンピックと同じく国際親善に貢献す

ることなのです」と述べています。

オリンピックと言えば、沼津市出身の金メダリスト岩崎恭子さ

んです。彼女が1992年バルセロナオリンピックに出場が決

まった時は誰も金メダルを取るとは予想もしないし、期待もし

ていませんでした。世界中の人々が驚きました。あの時の名

言はオリンピックがあるたびに思い出します。その後の活躍は

皆さんも知っての通りで国際親善の貢献の一助となりました。

今後沼津西ロータリークラブ U-8サッカー大会からまたオリ

ンピックメダリストが出ることを期待してやみません。以上会

長挨拶とします。

＜欠席者＞ ( 5 名)

本村文一、芹澤和子、下田朗弘、杉山惠嗣、渡邉勝也

＜スマイル報告＞

1.土屋昌之：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.植松 正、3.鈴木良則、4.頴川ゆう子： 本日の事業報告、

宜しくお願いします。

5.植松 正、6.鈴木博行、7.名古良輔、8.久松 但、9.宮島賢

次、10.杉山真一、11.重光 純、12.土屋昌之13.山本宜

司：出席表彰頂きました。ありがとうございました。

14.山田和典：前年度理事の皆様、本日の事業報告、宜しく

お願いします。出席表彰、ありがとうございました。

15.成田みちよ：熱海市伊豆山土石流災害において葬儀従

事者による、災害支援に１週間、行って来ました。大変勉

強になりました。

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1402回 25名 20名 －名 80.00 %

RI 第2620 地区 静岡第２グループ

沼津西ロータリークラブ

2021-2022 年度・クラブテーマ

「和衷協同 ニューロータリー」
会 長 山本 宜司 / 幹 事 宮島 賢次

第1402回 第31巻04号 2021年7月29日

例会プログラム

■ クラブ協議会① 前年度事業・決算報告 ■

8月のプログラム

8月5日(木)

8月12日(木)

8月19日(木)

8月26日(木)

新型コロナウィルス感染拡大防止

策の為、休会となりました。

9月のプログラム

9月2日(木)

9月9日(木)

9月16日(木)

9月30日(木)

新型コロナウィルス感染拡大防止

策の為、休会となりました。

例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37

アクアガーデン迎賓館沼津

℡ 055-920-5200

事 務 局 久松会計事務所内

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

E-mail : numawestrc@gmail.com

例 会 日 毎週木曜日１２：３０点鐘

広報委員長 成田 みちよ / 編集者 成田 みちよ
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16.山本哲之：前回、前々回欠席、申し訳ございませんでし

た。おかげで、７月のお盆、無事に終了しました。

17.井上武雄：先週、欠席しました。申し訳ありません。

18.重光 純、19.下原満知子：所用の為、早退させていただ

きます。

★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

① 沼津RC：8月6日・ 13日・ 20日(金)休会

MU：11:30～12:30（3日とも）

② 沼津柿田川RC：8月11日(水)→夜間に変更 MU無し

8月18日(水)→25日(水)に変更 MU無し

2.連絡事項

① ガバナー事務所より「日本のロータリー 100周年ビジョン

レポート 2020(本編)」の送付ならびにご回答のお願いが

届きました。ビジョンレポート(P65)中のＰ22～32の第4

章：視点1から視点3までについての感想を回答書にて

8月12日までに提出をお願いいたします。

② 5日から19日までの例会は、沼津市に飲食店営業時間

短縮要請が発出されたため、臨時理事会において休会と

議決されました。従って次回は、26日アクアガーデン迎賓

館沼津での例会になりますのでお間違いなきようお願いい

たします。

③ 年会費未納の方は今月中に振り込みをお願いいたしま

す。

★クラブ協議会「 前年度事業･決算報告」★

前年度 幹事 山田和典 君

本日のクラブ協議会では、前年度各委員長の皆様より前年

度事業・決算報告を発表いただきました。

まず、スケジュールの都合でロータリー財団委員会の重光前

委員長に始まり、クラブ管理運営委員会、山本前委員長、公

共イメージ委員会宮島前副委員長、会員増強委員会、久松

前委員長、奉仕プロジェクト委員会、杉山真一前委員長、宮

口前副S ・A ・ Aの順に発表いただきました。

尚、会計報告は、私、山田が代理で行いました。

クラブ管理運営委員会からはコロナ禍での前年度の例会運

営状況、公共イメージ委員会からはWordでの週報作成への

移行やFacebook運営状況、会員増強委員会からは会員数

の変動、奉仕プロジェクト委員会からは職場見学について等、

発表をいただきました。

また、会計報告では、コロナ禍で親睦例会や対外事業が中

止になる中、予算の未消化が目立ったことについて説明しま

した。

最後に、植松前会長より総評を行っていただきました。コロナ

禍での難しい例会運営、特には創立30周年記念式典を無

事行うことができたことなど、会員の皆様に対し御礼の言葉

を述べられました。

改めまして、各委員長の皆様、会員の皆様、お陰様で前年

度の報告を無事行うことができました、皆様のご支援に感謝

申し上げます。

本日はありがとうございました。


