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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは。

1403回例会に出席いただき、ありがとうございます。

コロナ蔓延防止措置発令から緊急事態宣言と発令された

為、２か月休会とさせていただきました。

皆さんお元気そうで何よりです。

本日は例会場を、ここ米山梅吉記念館に移動しての第一

例会ということで、毎年米山奨学生に卓話をして頂くの

ですが、米山奨学生のアンダオさんが、昨日コロナワク

チンを接種したばかりで体調に不安があるということで

事前協議し、来週に卓話をお願いしました。

さて本日、第一例会ということで国歌を斉唱しました。

夏のオリンピック、パラリンピックで多く聞かれた、「君

が代」の歌詞に出てくる「さざれ石」について話したい

と思います。

昨今「ちゃんと歌えない」、「歌詞の意味を知らない」と

いう若者もいる時代になってしまいました。

「さざれ石」は漢字で「細石」と書きます。字の如く、

小さな石という意味で、学名を石灰質角礫岩と言います。

石灰岩が長い年月をかけて溶解し、粘着力の強い乳状液

が小さな石の隙間に凝結し、一つの岩になったものも「さ

ざれ石」と呼んでいます。また、「さざれ石」は年月をか

けて成長することから、神霊の宿る石だと信じられてき

ました。古来より日本人は岩や山などに神様が宿ると信

じ、日本各地の神社にあります。「君が代」に出てくるさ

ざれ石は、岐阜県揖斐川町のさざれ石公園の石を言い、

しめ縄が巻かれています。歌詞の「さざれ石の巌となり

て」とは、様々な解釈があり、「結束し、協力し合い、団

結して」や「今は小石であるものが時代を経て、集まっ

て大きな岩となり」という意味と捉えられることもある

ようです。

ロータリー的に解釈すれば「手に手つないで」、「会員が

一つになって」活動的なクラブになるという意味になる

のではないでしょうか。

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。杉山委員長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)

頴川ゆう子、渡邉勝也

＜他クラブへの出席者＞

植松 正 (10/2 第 3 回 RLIミーティング)

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1403回 25 名 23 名 －名 92.00 %

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31巻 第1403回2021年10月07日

本日のプログラム

クラブフォーラム②10月16日(土）

■奉仕デーについて 奉仕プロジェクト委員会■

10月のプログラム

1404回 12:30

10月14日(木)

アクアガーデン迎賓館

米山梅吉記念奨学生 卓話

グェン ティー アンダオさん

1405回 12:30

10月21日(木)

アクアガーデン迎賓館

クラブフォーラム③

会員増強維持委員会

1406回 12:30

10月28日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

保護司 芹澤 徹 様

11月7日(木) 祝日週休会

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.宮島 賢次：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.重光 純： 家族の誕生日のお祝いありがとうございま

す。

3.山本 宜司：２か月間コロナ休会でしたが、今月から

また、よろしくお願いします。

4.久松 但：ごぶさたしています。よろしくお願いしま

す。

5.鈴木 和憲：久しぶりです。よろしくお願いします。

6.名古 良輔、7.芹澤 貞治、8.井上 武雄、9.芹澤 和子、

10.杉山 真一、11.下原 満知子、12.杉山 恵嗣、13.山本

哲之：お久しぶりです。

14.本村 文一、15.植松 正：所用により、早退します。

16.山田 和典：所用の為、本日、早退します。次週、欠

席致します。

★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

① 沼津RC：10月1日・8日・15日(金)休会

MU：11:30～12:30

② 富士宮RC：10月7日・28日(木)休会 MU：無

③ 新富士RC：10月12日(火)休会 MU：11:30～12:30

2.連絡事項

 RI第2740地区の佐賀・長崎豪雨災害支援の募金にご

協力をお願いいたします。

（熱海災害募金も未納の方は併せてお願いいたします）

 10月16日(土)の沼津西ＲＣ杯少年サッカー大会の出

欠席を記入してください。

（お弁当手配の都合があります）

③ 次週例会後理事会があります。理事の方は提案資料の

提出をお願いいたします。

★ クラブフォーラム ② ★

「奉仕デーについて」

奉仕プロジェクト委員長 杉山 恵嗣 君

１０月１６日(土)に沼津西ロータリークラブ杯(U８)が

開催されます。

今年度初めての奉仕活動です。

皆様よろしくお願い申し上げます。

当日は、早朝から準備等がありますので、皆様のご協力

をお願いがあります。

募金活動では、アスルクラロの選手も12:00から20分

程度応援をしていただけることになっています。

U８の選手もきっと全員が活躍してくれることと期待し

ています。

当クラブ会員は、ウィンドウブレーカーをユニフォーム

として全員が楽しくできるよう団結していただきますよ

うお願い申し上げます。

なお、残念なことですがインターアクトクラブは学校の

授業があるため参加できないことになってしまいました。

今後も、連絡を取り合い一緒に活動できるようにしたい

と思っております。

詳細は、クラブフォーラムでご案内させて頂きましたの

で割愛させていただきます。

稚拙な文章ですが、週報の原稿とさせていただきます。
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは、

第1404回例会に出席いただきありがとうございます。

コロナ休会の関係で、２か月ぶりにここアクアガーデン

迎賓館に戻り例会となります。

こちらのお料理が恋しかった会員もいるかと思います。

さて、今日の例会は、米山奨学生のグエン テｲ-・アンダ

オさんの卓話です。

後程よろしくお願いいたします。

先日10日（日）に国際ロータリー第 2620地区2021-2022

年度米山記念奨学生「世話クラブカウンセラー研修会」

がリモートで行われ、当クラブから会長である自分とカ

ウンセラーの鈴木和憲さん、そして米山記念奨学生のグ

エン テｲ-・アンダオさんが出席しました。カウンセラー

24名・奨学生26人中25名を含む89人の出席がありま

した。

小林聰一郎ガバナーあいさつの中で、これからの時代は

D＆I（ダイバーシティ・アンド・インクルージョン）で

あると述べられました。

多様性・公平性 様々な価値観が集まった人が集まり、

それぞれの能力を発揮したり多様な考え方を織り交ぜた

りする事で、今までになかった視点でのイノベーション

が生まれやすくなるそうです。また海外ではÐ＆Iから発

展しDEIという考え方も主流となりつつあるようです。

また、研修の中においては LGBTQ+（性的少数者）セクシ

ャルマイノリテイへの配慮・対応、ハラスメントの認識

が重要となってくる。配慮・対応への基本的な知識や情

報を持つこと。米山奨学生に寄り添い、一緒に解決して

いく姿勢を示すことが大切であるとの事でした。詳しい

内容につきましては、カウンセラーであります鈴木和憲

さんに機会があればお話頂きたいと思います。

以上会長挨拶とさせて頂きます。

＜欠席者＞（ 6 名)

頴川 ゆう子、本村 文一、小野 洋子、芹澤 和子、

渡邉 勝也、山田 和典

＜他クラブへの出席者＞

成田 みちよ(10/8 沼津RC)

山本 宜司、鈴木 和憲

(10/10 米山奨学生（世話クラブカウンセラー研修会)）

＜スマイル報告＞

1.名古良輔、2.成田みちよ、3.内田逸美、4.山本哲之：

誕生日のお祝いありがとうございます。

5.土屋昌之、6.下田朗弘：家族の誕生日のお祝いありが

とうございます。

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1404回 27 名 21 名 －名 77.78 %

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1404回 第31巻06号 2021年10月14日

例会プログラム

米山梅吉記念奨学生 卓話

グエン ティー・アンダオさん

■ ロータリー財団委員会 ■

10月のプログラム

1405回 12:30

10月21日(木)

アクアガーデン迎賓館

クラブフォーラム③

会員増強維持委員会

1406回 12:30

10月28日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

保護司 芹澤 徹 様

11月のプログラム

11月4日(木) 祝日週休会

1407回 12:30

11月11日(木)

アクアガーデン迎賓館

サッカー大会報告

奉仕プロジェクト委員会 理事会⑥

1408回 12:30

11月18日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

大澤 能孝 補助金小委員会委員

(富士宮RC)

ロータリー財団委員会

1409回 12:30

11月25日(木)

アクアガーデン迎賓館

ロータリー財団奨学生卓話

ロータリー財団・学友会員

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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7.井上武雄、8.重光 純、9.永井克彦、10.杉山恵嗣、

11.下田朗弘： 入会記念日のお祝いありがとうございま

す。

12.山本宜司：グエン テｲ-アンダオさん、本日の卓話、

宜しお願いします。

13.永井克彦： 弊社の新型コロナウイルス感染症対応方

針に従っているとは言え、長期休会となり、申し訳ご

ざいません。

14.重光 純、15.下田朗弘：所用により、早退致します。

★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

① 沼津RC：10月15日(金)休会 MU：11:30～12:30

② 富士宮RC：10月28日(木)休会 MU：無

③ 沼津柿田川RC：10月20日(水)早朝例会に変更

MU：無

④ 新富士RC：10月12日(火)休会、19・26日(火)

グリーンホテルに会場変更 MU：11:30～12:30

2.連絡事項

① RI第2740地区の熱海災害支援の募金(￥1,000/人)

にご協力をお願いいたします。

② 16日の沼津西RCカップU-8大会に参加の方は、7時

15分に集合してください。

③ 例会後理事会がありますので理事の方は出席をお願

いいたします。

★ 理 事 会 報 告 ★

1, 報告事項

① 永井克彦君より10月の休会届けが提出されています。

② 10月17日開催予定のインターアクト指導者講習会は、

オンライン開催となりましたが加藤学園高校は不参

加にするそうです。

2, 協議事項

① 11月度・12月度 座席表の件 SAA 鈴木 和憲 君

・別紙座席表 → 承認とする。

② 11月度例会プログラムの件 クラブ管理運営委員長

土屋 昌之 君

・別紙プログラム→ 承認とする。

③ 10月16日(土)の奉仕デー開催について

・メークアップ扱いにする → 承認とする。

④ 10月28日(木)の外部卓話者 芹澤 徹 様への謝礼

について→ 承認とする。

⑤ RLIﾊﾟｰﾄⅠ・ﾊﾟｰﾄⅡの受講料について（¥3,000/ﾊﾟｰﾄ）
・当面の間クラブ負担とする → 承認

⑥ 次回例会より諸事情によって出席できない会員のた

めZOOM配信する件について

・その会員の視聴が確認できた場合出席扱いとする

→ 承認とする。

米山梅吉奨学生 卓話

グェン ティ-・アンダオ さん

ベトナムから参りました NGUYEN THI ANH DAO と申しま

す。この度は、奨学金のご支援 をいただき、誠にありが

とうございます。

学生の時代から、私は着物、茶道や漫画など日本のこと

について、深く興味があり、いつか日本へ留学したいと

夢を持っていました。なぜかというと、日本の技術科学

や教育など世界のトップレベルと知られて、また日本人

の働き方や勤勉さ、親切さ、困難を克服する姿勢を感心

するからです。日本で学ぶことは、将来的にベトナム又

は日本でも活躍できる人材になると思うので、日本を選

びました。

私は日本に来て、5年間半になりました。

2年間朝日新聞奨学生として新聞を配達しながら新宿日

本語学校に通いました。新聞を配達するのは雨の日でも、

雪の日でも、休まずにお客様に情報を配信して、朝早く

起き、健康が必要という、とても大変な仕事だと思いま

した。それで、その仕事を取り除きたいと思ったら、勉

強を頑張らなければならない私は自分で努力して、いい

大学に進学を目指しました。やっと静岡県立大学に合格

して、静岡へ引っ越しをしました。

現在、私は国際関係学部国際言語文化学科に在籍してお

り、語学の習得や異文化についての 勉強に日々励んでい

ます。また、ゼミでは在日外国人や地域社会の多文化共

生というテーマを研究しています。去年は焼津市の市民

団体が行うイベントを参加し、外国人ルーツの子供たち

の日本語や宿題を手伝うことを予定でしたが、コロナウ

イルスの影響で、イベントに参加できなくて、残念でし

た。その代わりに、ゼミの活動として私は静岡市内のエ

スニックレストランを訪問し、多文化交流拠点としての

機能に関する聞き取りを行い、紙およびデジタル媒体の

マップを作成できました。

将来，私の夢は三つあります。一つ目はベトナムと日本

の架け橋になりたいです。目標としては日本人にベトナ

ムの料理や文化を紹介することです。また，在日ベトナ

ム人に日本の文化や働き方を理解させるため，努力した

いと考えています。二つ目は日本語教師になる夢です。

目標は多くの人にさらに日本語を上手になるため，多く

の学生が大学に入れるためです。最後は20カ国へ旅行

する夢です。目標はベトナムと日本と台湾以外、アジア
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とヨーロッパに旅行に行くことです。一人だけではなく、

自分の家族だけではなく、家族と友達と一緒に行きたい

です。

奨学金を頂いて、ちょうど半年が立ちました。奨学金の

ご支援があり、学業に集中して取り組んでおります。卒

業するまでに後半年ですが、卒業するまでロータリーの

皆様と楽しい時間を過ごしたいと思います。みんなのサ

ポートのおかげで、就職先が決まりました。しばらく日

本で就職して、色々な経験や知識を蓄積するように頑張

りたいと思います。

ご支援を頂いたことに恥じぬよう、最後まで真面目に学

生生活を送り、就職後も努力致します。最後になりまし

たが、ご支援をくださった全ての方々に心よりお礼申し

上げます。

悪天候の中、クラブの皆様、アスルクラロの選手の皆様

大変お疲れ様でございました。

お陰様で、ポリオ募金 23,411円集まりました。

ご協力下さり、皆様ありがとうございました。

10月16日（土）奉仕デー 沼津西ロータリー杯

少年サッカー大会・ポリオ募金
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは

第1405回例会に出席頂きありがとうございます。

先週16日（土）ロータリー奉仕デー 沼津西ロータリー

カップU-8(少年サッカー大会)ポリオ募金活動に皆さん

参加いただき、無事行われましたこと感謝申し上げます。

できればもう少し会員が参加できれば良かったかなとは

思います。

本日は、会員増強維持・拡大委員会によるクラブフォー

ラムです。植松委員長よろしくお願いします。

７月31日（土）に地区会員増強維持セミナーがWEBに

て開催されました。

2021～2022年度 地区からのクラブ要請事項として、既

存クラブの会員増強維持及び地区全体で会員3000名台

の回復を目指そう！としています。会員増強の必要性は

クラブ運営に係る必須課題でもあります。

沼津西ロータリークラブは、5月に30周年を迎えました。

創立時会員数26名 現在は27名うち男性会員21名女

性会員6名となっています。男女平等の時代で男性女性

と分けるのもどうかと思いますが静岡第２グループの中

では、人数的には富士山吉原ロータリークラブに次いで

２番目、比率としては１番目になります。

8月19日（木）にガバナー公式訪問会長幹事会をリモー

トで行われました。その中で小林聰一郎ガバナーは女性

会員が6名もいることに感心されていました。そして、

「女性会員が多く在籍していることに対しクラブとして

どうですか」と質問されました。「当クラブにおいては、

男性・女性と区別なく活動していますが、女性会員から

の視点での意見、例会の雰囲気が和やかになる」と答え

ました。今コロナ禍やSDGsで、「誰かの役に立ちたい」

と考えている人がいるのではないでしょうか。今こそ会

員拡大のチャンスだと思います。以上会長挨拶とさせて

いただきます。

＜欠席者＞（ 1 名)

渡邉 勝也

＜他クラブへの出席者＞

山本 宜司、宮島 賢次、久松 但、成田 みちよ、

下田 朗弘、杉山 恵嗣、杉山 真一、鈴木 和憲、

土屋 昌之、植松 正、山田 和典、

(10/16 沼津西RCサッカー大会）

宮島 賢次(10/17 RLIパート①）

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1405回 27 名 26 名 －名 96.29 %

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1405回 第31巻07号 2021年10月21日

例会プログラム

クラブフォーラム③

■ 会員増強維持委員会 ■

10月のプログラム

1406回 12:30

10月28日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

保護司 芹澤 徹 様

11月のプログラム

11月4日(木) 祝日週休会

1407回 12:30

11月11日(木)

アクアガーデン迎賓館

サッカー大会報告

奉仕プロジェクト委員会 理事会⑥

1408回 12:30

11月18日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

大澤 能孝 補助金小委員会委員

(富士宮RC)

ロータリー財団委員会

1409回 12:30

11月25日(木)

アクアガーデン迎賓館

ロータリー財団奨学生卓話

ロータリー財団・学友会員

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.本村文一：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.本村文一：入会記念日のお祝いありがとうございます。

3.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうございま

す。

4.山本宜司：植松委員長、本日のクラブフォーラム、

よろしくお願いします。

5.植松 正：本日のフォーラム、よろしくお願いします。

6.鈴木良則：植松増強委員長、本日は、よろしくお願い

します。

7.杉山真一：ポリオ募金のご協力ありがとうございまし

た。

8.頴川ゆう子：久しぶりです。よろしくお願いします。

9.芹澤和子：14日欠席致しました。

10.小野洋子：先週、欠席しました。

★ 幹 事 報 告 ★

1,他クラブの例会変更等

① 富士山吉原RC：10月28日(木)休会 MU：無

② 富士宮RC：10月28日(木)休会 MU：無

③ 新富士RC：10月26日(火)グリーンホテルに会場

変更 MU：11:30～12:30

2.連絡事項

① 16日の奉仕デー沼津西RC 杯少年サッカー大会にご

参加の皆様ご協力有難う御座いました。

➁ 第2780地区から「世界ポリオ根絶サミット㏌D2780」

のお知らせが届きました。

10月24日12:30～16:15に、インド第3011地区の3

名の参加者とオンラインで、インドにおけるポリオ根

絶への経緯、現在、未来について話していただき、基

調講演には、ロータリー財団管理委員の三木明氏と湘

南ヘルスイノベーションパークのジェネラルマネー

ジャー藤本利夫氏をお招きするそうです。

19日にこの資料をメール配送しましたが、その中に

You Tube の視聴URLが記してあります。

お時間ある方はご視聴ください。

③ 本日の例会は、公共イメージ向上委員会によりZOOM

配信しています。この視聴を確認できた会員は出席扱

いにすることが、先週の理事会で議決しましたので、

今後積極的にZOOM配信を行っていきたいと考えてい

ます。

★ クラブフォーラム ③ ★

「本年度の会員増強維持について」

会員増強維持委員長 植松 正

本日のクラブフォーラムは、「地区会員増強維持セミナー

の報告」と、当クラブにおける「本年度の会員増強につ

いて」皆さまの意見をお聞きしました。

1. 地区会員増強維持セミナーの報告

7月31日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み

Zoomで開催されました。 小林聰一郎ガバナー、委員会

アドバイザーの髙野孫左ヱ門パストガバナーをはじめ、

ガバナー補佐、クラブ会長およびクラブ増強委員長を中

心に166名が参加。当クラブからは山本会長と私の2名

で参加しております。

午後1時の開会点鐘で始まり、ガバナー他の挨拶の後、

RI第2510地区北海道の岩見沢RCの「地方都市における

会員増強」のDVDを視聴しました。概要としては、岩見

沢RCは会員数77名、平均年齢65.5才で毎年上昇して

いる状況。そこで、高い年会費や親と同じ会員となるこ

とを嫌がる40代を中心に衛星クラブを11名で設立した

事例が紹介されました。

また、髙野パストガバナーから「変化認識と対応」と題

した講話を賜りました。その後は各グループ別に分かれ

たセッションを行い、太田ガバナー補佐のリードのもと

各クラブのコロナ禍での入退会状況などの意見交換がな

されました。

全体会では各ガバナー補佐から発表され、各グループの

興味深い事例が共有される貴重な時間でありました。最

後に小林ガバナーの講評や岡村副委員長の閉会挨拶があ

り、閉会点鐘でセミナー終了となりました。

2.本年度の会員増強について

まず始めに、私より本年度の当委員会の活動計画を説明

し、当クラブにおける近年の入退会状況を説明しました。

合わせて、退会防止や会員候補者のリストアップの必要

性を説かせていただきました。

その後、会員歴の浅い山本哲之さん、小野さんには入会

動機を、ベテラン会員の名古さん、宮島さん、芹澤和子

さんには会員を継続している理由を発表して頂きました。

本日の貴重な意見を参考にし、委員会活動に反映してま

いりたいと存じます。
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会長挨拶 ● 会長 山本 宜司 ●

皆さんこんにちは。

第1406回例会に出席いただきありがとうございます。

本日の例会は保護司の芹澤徹様の卓話となります。芹澤

様、後程よろしくお願いいたします。

皆さんは、主任児童委員をご存知でしょうか。民生委員

は知っている方は多いと思いますが、

主任児童委員とは厚生労働大臣から委嘱されたボランテ

イアです。平成６年１月１日に「主任児童委員制度」が

発足しました。児童福祉を専門に担当し活動し、０歳か

ら２０歳までの子供や子育てに関する心配事、悩み事相

談や支援を行います。守秘義務があり、相談内容や秘密

が他に漏れることはありません。定年制度があり、民生

委員は75歳までですが、主任児童委員では５５歳が定

年となります。任期は１期３年で、私は香貫地区におい

て45歳から３期９年活動させていただきました。

主任児童委員は、身近な相談相手として各地区民生児童

委員協議会ごとに２名配置されています。沼津市におい

ては40名の主任児童委員がいることになります。因み

に香貫地区のもう一人は、柿田川ロータリークラブの川

口副会長のお母様でした。そして当クラブ会員の山本哲

之さんは、静浦地区において長く活動されてきました。

沼津市子育支援課や沼津市保健センター、沼津市青少年

教育センター（不登校などの教育相談担当）、東部児童相

談所（虐待通告）などと連携し活動しています。最近、

児童虐待で子供が亡くなる事件が多く報道されています。

私も在任中、児童虐待ではないかと近所の方から相談を

受けたことがありました。幸いにも虐待ではなく安堵し

たことを覚えています。また、中学校での不登校や、い

じめの問題もありました。今後ますます大変な時代にな

ると思います。

以上、会長挨拶とさせていただきます。

＜欠席者＞（ 3 名)

本村文一、内田逸美、渡邉勝也

＜スマイル報告＞

1.名古 良輔、2.宮口 雅仁、3.杉山 真一、4.下原 満知

子:家族の誕生日のお祝いありがとうございます。

5.山本 宜司、6.鈴木 良則、7.杉山 恵嗣:芹澤様、本日

の卓話、宜しくお願いします。

8.下原 満知子:所用がありますので、早退させていただ

きます。

出席報告 会員数27名

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率

1406回 27 名 24 名 －名 88.89 %

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1406回 第31巻08号 2021年10月28日

例会プログラム

■ 外部卓話 保護司 芹澤 徹 様 ■

11月のプログラム

11月4日(木) 祝日週休会

1407回 12:30

11月11日(木)

アクアガーデン迎賓館

サッカー大会報告

アスルクラロスルガ㈱ 取締役営業

部長 山崎 宏 様

奉仕プロジェクト委員会 理事会⑥

1408回 12:30

11月18日(木)

アクアガーデン迎賓館 外部卓話

大澤 能孝 補助金小委員会委員

(富士宮RC)

ロータリー財団委員会

1409回 12:30

11月25日(木)

アクアガーデン迎賓館

ロータリー財団奨学生卓話

ロータリー財団・学友会員

金井 厚雄 様

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 沼津柿田川RC：11月3日(水)祝日休会、17日(水)

夜間例会に変更、24日(水)休会 MU：全日無

2.連絡事項

 11月4日(木)は祝日休会です。お間違いのないよう

にお願いいたします。

 11月11日(木)は例会後理事会がありますので、理事

各位は提案資料の提出をお願いいたします。

 加藤学園IACのキャップ回収運動に協力して集めて

おられる会員は、キャップを11日にお持ちください。

④ 各委員長は11月18日までに下期活動計画を事務局

に提出してください。

★ 外 部 卓 話 ★

芹 澤 徹 様

「私が、保護司となったわけ」

私は大学卒業後、銀行への就職が内定していた。

ところが、3年次後半から始めていた家庭教師が思わぬ

方向へ導いた。その生徒の意欲に応えるべく教材の研究

に精を出した。私は、教師になろうと考えたことはなか

った。それは中３の理不尽な担任の行動であった ……

必然にすべてにやる気を逸した。しかし、一人の忘れら

れない先生がいた。２年次担任の面影が増幅されていっ

た。あの先生が担任だったら … 先生によって生徒の意

欲は喪失してしまう… よし先生になろうと決め、高校で

教鞭を執った。勤務する内に心に違和感を覚えた。やは

り人生の岐路の一つは中学校だ …… 様々な生徒に出会

った。鑑別所に一時期入った生徒、非行に走りそうにな

った生徒…中でも忘れられない生徒がいる。見るからに

小柄で痩躯な身体、満足な食事も与えられていなかった

生徒…自分の弁当やパンなどを食べさせた。学力はあっ

たが…面談で、父親「就職をさせます」「高校へやってく

れませんか」「できません」という返答。その時の悲しい

彼の顔。戦前、戦後間もない時ならいざ知らず、こんな

ことがまだあるのか。担任として私は悩んだ。５教科の

成績は良かったが、体力もなく体育などの評価は良くな

く、当時の給付奨学金には該当しなかった。その夜、母

に「こんな子がいるんだ…進学校へ行けるので、自分は

授業料を出してやろうと思う」唐突な私のことばに母は

暫く考え込んだ末「あんたの好きなようにすれば」と言

った。悩んだ…しかし、踏み込むことはできなかった。

どうしているのだろうか、時折彼を思い出すことがある。

学力もあったが、貧困という問題で進学を断念しなけれ

ばならなかった生徒を受け持ったことは以後の教員生活

ではなかった。それから、幾校かを赴任し教頭職になり

雑務に追われた。必然と生徒との触れ合いは、少なくな

っていった。

ある学校へ赴任した時、このままの自分で良いのかとい

う思いが強くなった。生徒たちに何か世の中で様々な活

動に従事する方々をお呼びしてお話をしていただこうと、

４年間でバイオリンを制作する方、医者として活躍する

方、旅行業者を立ち上げた方、最後にアナウンサーをお

呼びした。連絡のため遠くは山梨まで、電話等は福島が

遠距離だった。……人との関わり、それが自分を高めてい

くのだろうと思っています。子供や大人とのかかわりの

中で、世の中に微力ながら奉仕できることができないか

と、保護司をお引き受けしました。

今、私は暁秀中高等学校で教鞭をとっております。素直

な生徒、熱心な先生方が多い事に感銘し、時間を見ては、

教材研究や読書に励んでおります……

「人学ばざれば道を知らず」を座右の銘として …

拙い文ですが、当日はやや詳しくお話をいたします。

ご清聴頂ければありがたいことはありません。
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