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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

                              渡辺 亀一 会長

 皆様こんにちは、今

日はこのごろ話題とさ

れる教育政策について

お話をしてみたいと思

います。現在施行され

ている教育基本法は、

昭和２２年３月３１日

に公布されたものです。その後６０余年、時代の

波は幾重にも変化して世の中は成長してきました。

しかし何ら変わりなく、これに基づいて学校教育

が続いている訳であります。

　　

　近年、青少年のモラルの低下に、また凶悪犯罪

が後を絶ちません、このような事態を憂慮する人

達は見直し論を唱えているわけです。戦前・戦中

・戦後の別々の教育を受けたもの理論に、いろい

ろの分野から見る議論と多様でありますが、再び

見直されるようになってきているのが教育勅語で

す。

　教育勅語は、正式には教育に関する勅語といい

ます。明治２３年に日本の教育の根幹をなすもの

として明治天皇が出されたものです。教育勅語の

本質は道徳教育そのものであります。その内容は

、孝行（親孝行をしましょう）、友愛（兄弟・姉

妹は仲良くしましょう）、夫婦の和（夫婦はいつ

も仲むつまじくしましょう）、朋友の信（友達は

お互いに信じあって付き合いましょう）、謙遜（

自分の言動を慎みましょう）、博愛（広くすべて

の人に愛の手をさしのべましょう）、知能啓発（

知識や教養を身につけ才能を伸ばしましょう）、

徳器成就(人徳を高め人格を高めましょう）修学

習業（勉学に励み職業を身につけましょう）公益

世努（社会や公共のために貢献しましょう）遵法

（法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう）

、義勇（正しい勇気を持って国のために尽くしま

しょう）、

　この様な指導原理に基づいて、戦前は教育され

てきたわけですが、昭和に入って戦争が激しく

なって本来の意味からかけ離れた軍国主義に利用

されるようになったわけです。終戦になり教育勅

語はその反動を受け、管理されていた議会で排除

と失効が決議されて公の場で奉読されることがな

くなりました。戦後、問題視されて賛否両論があ

りまして、否定も肯定もできないところもあるよ

うですが、目に余る青少年犯罪に考えさせられる

様な思いです。

9月のプログラム

774回

09月13日(木)

12:30　会員卓話

　　　イニシエーションスピーチ他

　　　理事会

775回

09月20日(木)

18:30　外部卓話  青野高宏様

　　　 新世代委員会　夜間例会

776回

09月27日(木)

12:30　クラブフォーラム

　　　 CLP検討委員会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 西島邦彦

◆◆第◆◆第773773例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム　CLP検討委員会
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出席委員会報告

●ビジター

1.大村恵紀様：沼津北RC

2.一杉　崇様：沼津北RC

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

773回 24名 24名  - 100.03%

771回 24名 19名  4名 95.833%

●欠席者(0名)

●他クラブへの出席者

　杉山　了（9/1　諮問委員会）

　芹澤和子（9/3　沼津柿田川RC）

　吉川直人（9/5　沼津北RC）

●スマイル・ボックス

1.一杉　崇様（沼津北RC）：渡辺会長、植松幹事、 

　会員の皆様には、地区大会で、お世話になります。

2.西島邦彦：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

3.鈴木良則：所用につき、早退させていただきます。

4.宮島賢次：所用につき、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長泉ロータリークラブ

  9月12日(水）早朝例会（米山梅吉記念館清掃） 

点鐘：7:00

2.報告・連絡事項

① ロータリーの友より

　「ロータリーの友」英語版の注文がございました

　ら、事務局までご連絡ください。

② 次週は例会後理事会があります。理事ならびに

　関係する委員長はよろしくお願いします。

③「会員部会」が9月8日（土）に静岡商工会議所に

　て開催されます。出席予定の吉川さんはよろしく

　お願いします。

④（財）米山記念館より寄付の要請があり、先週の

　臨時理事会にて協議の結果、一人当たり3,100円

　ずつの計80,600円寄付することに決定しました。

クラブフォーラム

クラブフォーラム～ＣＬＰ検討委員会

　　　　　　　　　　　　幹事　植松　正

　本日のフォーラムは7月に続いてCLP（クラブ・

リーダーシップ・プラン）について討論しました

。はじめに幹事よりCLP導入後の委員会組織案を

資料に沿って説明し、その後に質問・意見等を承

りました。

　会員の皆様からは検討委員会での議論が進んで

おらず、来年度からの移行を危惧する意見も出さ

れました。次回フォーラム開催時（9月27日）に

は、より具体的な案を提示できるよう検討委員会

にて準備してまいります。

　　　　　　　　編集後記

　 

　７日未明に台風９号（アジア名：FITOW）が

小田原付近に上陸、石廊崎で最大瞬間風速５４．

６メートルを観測。狩野川、大場川で洪水危険水

位を超えて住民に非難勧告。

　幸いにも大きな災害に繋がりませんでしたが改

めて自然の猛威を感じた１日でした。それにして

も今夏の猛暑といい「地球温暖化」について考え

させられることが多いです。

　本年度２回目の編集です。ご指導宜しくお願い

します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （西島）

　 



1

例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　皆様こんにちは、エネルギーの大量消費によって

生ずる地球温暖化は、今世紀最大の環境問題といわ

れております。そして地球規模でその対応を迫られ

ているわけです。適度の二酸化炭素、メタンガス等

の温室効果ガスは、今日のような自然環境を維持し

てきました。自然界では過剰な二酸化炭素は海水に

吸収されて、陸地から流れ込むカルシウムと化学変

化して珊瑚や貝などの骨格、殻となって堆積し石灰

岩となって造山作用の結果、陸地に現れてくる、こ

の期間が1億年ともいわれております。

　高度の文明社会を築くに当たって石炭や石油の大

量生産、大量消費によって大気中の二酸化炭素濃度

が急激に上昇し始めて、自然の浄化作用を飽和状態

としてそのバランスを崩してしまった。これが現在

心配されている「地球温暖化現象」です。

　石油や石炭に代わる新エネルギー、太陽光発電、

風力発電、地熱発電、いずれにしてもコストや量的

にも制約があるようです。現在の原子力発電も、2

～3年後は今の２倍近くにしないと、地球温暖化防

止の国際約束も果たせないといわれております。エ

ネルギー資源は無尽蔵にあるわけではなく、いずれ

無くなります。ウランは可採年数で表すと７２年と

いわれますが、高速増殖炉でプルトニウムのリサイ

クルを行うと数千年は利用できると云われておりま

す。

　1973年の第一次石油危機直後、新エネルギー研究

開発の国家プロジェクトとして「サンシャイン計画

」と、その後省エネルギーに関して「ムーンライト

計画」をスタートさせて、1992年までに6000億の巨

額の資金を投じて、国及び民間で研究開発を行いま

したが、石油に代わるものが見つからないというの

がこの計画で得られた結論であったようです。

　ならば原子力といわせている所もあるようですが

、今回の中越沖地震で被害を受けた柏崎原発、断層

帯の真上に承知で建設されたことに理解にくるしむ

所で御座います。先週の日曜のローカル新聞に、東

海地震の危険性が増している記事が報道されていま

した。駿河湾沿岸で最も地盤変化が大きい所の真上

に、浜岡原発が位置しているという事で、風下のこ

の地域が心配です。いずれにせよ、たずさわる人々

のモラルの向上を期待します。　

９月のプログラム

775回

09月20日(木)

18:30　外部卓話  青野高宏様

新世代委員会　夜間例会

776回

09月27日(木)

12:30　クラブフォーラム

　　　 CLP検討委員会

10月のプログラム

777回

10月04日(木)

12:30　米山記念館 米山奨学生卓話 

米山委員会　移動例会

778回

10月11日(木)

12:30　外部卓話

社会奉仕委員会　理事会

779回

10月18日(木)

18:30　会員卓話　鈴木博行君・職

業奉仕委員会　夜間例会

780回

10月23日(火)

12:30　東急ホテル　ガバナー公式

訪問 　曜日変更・沼津北RC合同

●ビジター

1.室伏勝宏様：三島西RC

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 西島邦彦

◆◆第◆◆第774774例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

会員卓話　イニシエーションスピーチ
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出席委員会報告

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

774回 24名 22名  - 91.66 %

772回 24名 23名  - 95.83 %

●欠席者(2名)

大村保二、西山幸三郎

●他クラブへの出席者

杉山　了、吉川直人(9/8　新会員部会)　杉山　了

（9/12　浜松北RC、浜松ハーモニー）

●スマイル・ボックス

1.鈴木良則：所用につき、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新富士ロータリークラブ

　09月11日（火）→9日（日）おきがる無料相談　

　　　　　於：ロゼシアター　17:30より　　

　10月09日（火）特別休会　

②富士ロータリークラブ

　09月26日（水）　夫人同伴夜間例会　

　　　　　於：花利久（沼津市）　19:00より

　10月03日（水）→02日（火）ガバナー公式訪問

　　　　　　新富士RCとの合同例会

　　　　　於：ホテルグランド富士　12:30より

③三島ロータリークラブ

　09月26日（水）　夜間例会　リオ

④吉原ロータリークラブ

　09月20日（木）　観月会の為　

　　　　　於：大富士ゴルフ場　18:00　夜間例会

2.報告・連絡事項

①ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

　・開設日　2007年9月4日

　・所在地　〒420-0853　静岡市葵区追手町10-208 

　　新中町ビル208号 

　・TEL  　 054-251-2620　・FAX  054-251-2621

　・E-mail  08-09g.makita@ri2620gr.jp

　・執務時間 10:00～17:00(休日：土、日、祭日)

　・ガバナーエレクト　牧田　静二

　　次期地区幹事　　　伊藤　恒道

　　事務局　　　　　　塩澤　頼子、増本　晶子

　（2008年7月よりガバナー事務所になります。）

②本日は例会後理事会があります。理事ならびにプ

　ログラム委員長はよろしくお願いします。　

　

理事会報告

1.協議事項

①10月プログラム　クラブ奉仕委員長　鈴木泰次 

　君、プログラム委員長　土佐通孝 君

　・プログラム委員会の原案どおりとする。

②千本浜遊歩道の清掃活動後の親睦について　クラ

　ブ奉仕委員長兼親睦委員長代行　鈴木泰次 君

　・例年どおり千本浜にてバーベキューを実施。

　・親睦委員会予算　20,000円とする。

③千本浜遊歩道・帯笑園の清掃作業をメーキャップ

　とする件

　・メーキャップとする。

④11月4日（日）開催の地区大会を例会扱いとする

　件

　・11月8日(木)分の振替とする。

⑤杉山壽章会員の休会延長の件

　・10月まで延長する。

2.その他

①千本浜遊歩道・帯笑園の清掃作業について

　・10月28日(日)、10時より実施する。

　・社会奉仕委員会予算　20,000円

卓　　　話

　イニシエーションスピーチ

　　　　　　　　　　　　　　吉川　直人君

　9月8日に静岡商工会議所で行われました新会員部

会のご報告と仕事内容を含めた入会に対する抱負な

どをお話させていただきます。
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　まず新会員部会のご報告です。

・ロータリー情報的なこと

　道部ガバナーより

・ロータリー財団とは

　曽根地区Ｒ財団副委員長より

・米山梅吉翁について

　井口米山梅吉記念館常務理事より

　3年未満のメンバーの多さに驚くと共に、沼津西

クラブより杉山了さんがいらしてくださり緊張が和

らぎました。ロータリーの長き歴史とメンバーの絆

の深さを少し勉強できたように思います。

　次に仕事の事とロータリー入会の抱負をお話させ

て頂きます。

仕事内容：ショッピングセンターやスーパーマーケ

ットなどに100円玉を入れると走り出す汽車やボー

ルプールなど小学生以下を対象とした室内の小規模

遊園地を中心に営業しています。現在の子供は自由

に飛び跳ねられる場が少ないので、身近な所に安心

で安全な遊び場所を提供する事で社会貢献をして行

きたいと思います。

　

　ロータリー入会の抱負：サラリーマンをしていた

頃は、常に上司がいて公私共に叱咤激励され人並み

な社会人としてやって来ました。社長と言う肩書き

になると行動や行いを注意したり指摘したりしてく

れる人はほとんどいなくなりました。私はロータリ

ーが自分を戒める場、人生勉強の場になる事を望ん

で入会を希望しました。

　ロータリアンであるというステイタスは、新会員

部会のお話を聞いてとても素敵なことと思うと同時

に、このバッジのステイタスを汚さぬようにしてい

かなければならない責任を感じました。

　至らない事が多いと思いますが、ご指導をお願い

申し上げます。

　ありがとうございました。

編集後記

 仕事の忙しさに感けて読まなかった「ロータリー

の友」に初めて目を通しました。なぜか７月号。巻

頭のＳＰＥＥＣＨ「夫婦の絆　心のふれあい」を読

んでいきなり深い感銘を受けました。最近、単身赴

任になり益々女房との仲が悪くなっている自分では

ありますが、一番身近な人への「思いやり」の気持

が薄れていることに気付きました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（西島）

後藤（ ④ ） 井上（ ④ ） 栗原（ ④ ） 宮島（ ④ ） 

-------------------------８月分出席一覧 -----------------------

久松（ 2, 2 ) 宮口（ 2 ） 森　茂( 1 )

本村( 2 ) 名古( 3 ) 西島( 3 ) 西山( 3 ) 大久保( 3 ) 大村（ ④ ） 坂部（ - ）

佐野（ 3,1 ） 芹澤貞( 3,1 ) 芹澤和(④) 杉山了(④)+2 杉山壽( - ) 鈴木博( 3,1 ) 鈴木泰( 3 )

鈴木良( 3,1 ) 土佐( 3,1 ) 植松( ④ ) 渡辺(④)+2 吉川( ④ )

例会出席％　　80.21% 地区報告％　　87.50%

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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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　皆様こんにちは。先週は地球温暖化に触れてお話

をさせて頂きました。新エネルギーとされる太陽光

発電等は、コストと大量需要に対応できず期待でき

ないと云うことと、原子力発電には危機管理の低下

と立地条件を安易に判断した建設で今後、国民の理

解を得ることに時間がかかるであろうと、疑問を投

げかけてお話を閉めました。今日は地球温暖化対策

に貢献できるものとして、最近一般家庭にも使われ

始めている発光ダイオード、LED（Light Emitting 

Diode）について、お話をしてみたいと思います。

　光の三原色の内、最初に赤と緑が開発されて、そ

の後1970年代に黄色、そして90年代に日本の一企業

の技術者が「青色」を開発して有名になりました。

　青色の開発により直ぐに白色が開発され、次世代

の照明として注目を集めてきているわけです。現在

では、いろいろのところに、数え切れないほど使わ

れております。大きなものではスタジアムや街の大

型ディスプレイ、看板、表示板、誘導灯、イルミネ

ーションなどは季節を問わない風物詩にもなってい

ます。最近の信号機にはよく使われております。ま

だ小型ですが照明としても沢山使われております。

携帯電話やパソコンなどのバックライト、自動車の

テールランプにメーター周りの照明。今年の5月に

世界で初めてヘットライトが登場したと聞いており

ます。このように普及している背景には、消費電力

が非常に少ないことと、色度変化を起こさない、寿

命が長いことにあります。

　最近は一般家庭の照明として使われてきているよ

うです。階段や廊下の常夜灯などの需要が高まって

います。照明としても白熱電灯の60ワットと同等レ

ベルに達したといわれておりまして、所要電力が十

分の一程度、寿命が10年以上と長く、技術の進歩が

高まると20年、30年とも言われております。

　LEDにも弱点がありまして、普及を妨げているこ

とも事実です。この弱点を克服した企業がございま

す。LEDとはご承知のとおり、リン、窒素、ガリュ

ウム、インジウム、アルミニウム等の材料を元にし

た化合物半導体であって、電気を流すと発光する性

質があります。この電気が流れるときに基板の耐熱

温度を超えてしまい商品化が難しいとされてきまし

た。この企業は高出力のLEDを長時間装着しても60

度以上にあがらない放熱基板を開発しました。これ

により電力消費量を格段に減らし、地球温暖化対策

に貢献する企業を目指していきたいと励んでおられ

ます。　

９月のプログラム

776回

09月27日(木)

12:30　クラブフォーラム

CLP検討委員会

10月のプログラム

777回

10月04日(木)

12:30　米山記念館 米山奨学生卓話 

米山委員会　移動例会

778回

10月11日(木)

12:30　外部卓話

社会奉仕委員会　理事会

779回

10月18日(木)

18:30　会員卓話　鈴木博行君・職

業奉仕委員会　夜間例会

780回

10月23日(火)

12:30　東急ホテル　ガバナー公式

訪問 　曜日変更・沼津北RC合同

●ゲスト

1.青野　高宏様(静岡RC)：地区新世代委員長

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 西島邦彦

◆◆第◆◆第775775例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話 青野高宏様 新世代委員会
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出席委員会報告

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

775回 24名 19名  - 79.17 %

776回 24名 24名  - 100.00 %

●欠席者(5名)

久松　但、森　茂美、本村文一、佐野　稔、

鈴木良則

●他クラブへの出席者

杉山　了（9/14　浜松東RC）

杉山　了、芹澤貞治、鈴木良則、井上武雄、

鈴木博行（9/15　米山梅吉記念館））

●スマイル・ボックス

1.青野高宏様（静岡RC)：卓話の謝礼をスマイルと

して頂きました。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西ロータリークラブ

　09月28日（金）お月見例会　夜間例会

　10月05日（金）→10月01日（月）

          2クラブ合同例会　於：パテオン

②静岡南ロータリークラブ

  10月23日（火） 観月会

          於：駿河区「翠 峰」　18：00より

　　　　　メークアップの受付は 11：30～12：30

　　　　　中島屋八幡ガーデンズの2Ｆ

　10月30日（火）休例会　

  　　　　メークアップの受付は行いません。　

③沼津北ロータリークラブ

　10月09日（火）移動例会　

          於：沼津市民文化センター

　10月23日（火）ガバナー公式訪問

          沼津西RCと合同例会　

　10月30日（火）移動例会　

          於：沼津市民文化センター

2.報告・連絡事項

①10/4（木）の米山梅吉記念館での移動例会と、　

　10/23(火)のガバナー公式訪問の沼津北ロータリ

　ークラブとの合同例会の青表紙を、各テーブルに

　置きましたので記入をお願いします。

②本日は例会後CLP検討委員会があります。メンバ

　ーはよろしくお願いします。　

③先日の理事会にて杉山壽章君の休会を10月まで延

　長することが承認されました。

卓　　　話

 新世代の若者をよろしくお願いします。

                  新世代委員会　青野　高宏

★インターアクト★

・インターアクトは、高校生のクラブです。

・インターアクトは、各高校単位で活動します。

・インターアクトには、学校の顧問の先生、と指導

　教師として教頭先生が付きます。

・インターアクトは、学校の部活として、活動して

　います。

・年間に２回程度、地区で地区協議会を開催します。

・地区協議会を主幹する高校のホストロータリーク

　ラブが地区協議会をサポートします。

・2620地区は、8クラブに1個の割合でインターアク

　トクラブがあります。

・インターアクトを含め優秀な高校生徒は、米山奨

　学生として海外研修が受けられます。

・インターアクトは、女性徒が全体の90％以上を占

　めており、女性の団体となりました。

・インターアクトの活動は、生徒と担当の先生、教

　頭先生で決めホストクラブが承認します。

・本年度は、地区で、カンボジアに12月　現地学校

　研修と遺跡見学を計画しています。

・参加費用は、ガバナーのご配慮で、超破格値の数

　万円での参加費用で、多くの高校生の参加を希望 

　しています。

・事業は高校生が楽しくなければ、事業として成り

　立ちません。

・いかに、高校生主体でロータリーの事業を行って 

　頂くか、これに尽きます。

★ローターアクト★

・ローターアクトは、18歳～30歳　までの大学生、

　社会人で構成されています。
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・例会は、月2回が原則で、ロータリアンは、メー

　キャップの対象となります。

・例会は、ロータリーの例会に即した内容で行い、

　異なる点は、ロータリアンが例会の最後に総括と

　して、各ロータリアンが例会運営の総評を述べる

　点です。

・アクトには、ロータリアンの子息、ロータリアン

　の部下が入会しており、本人の意思ではなく親の

　意思、上司の意思で入会している場合もあり、こ

　こが拡大のネックです。

・アクトは、地区で8クラブで、10クラブに1個の割

　合で存在しています。

・2620地区の両隣の神奈川県、愛知県は、新世代の

　人数が拡大しており、2620地区の6倍の人数が、

　おり、ローターアクトも地区で40クラブ700名平

　均在籍しています。

・2620地区は、8クラブで60名前後在籍しています。

・毎年、地区年次大会、地区協議会、アクトの日（

　毎年9月10日）の3大事業を地区で行い、毎年、全

　国で行う全国アクト研修会が47都道府県のいずれ

　かで行われます。

　地区内の状況は、大学生をメンバーで持つクラブ

は、活発な事業が行われていますが、社会人が主体

のクラブでは、例会出席者が2名～4名と例会運営が

厳しい状況です。

★新世代の理想の姿★

・インターアクトは大学又は就職したら、ローター

　アクトへ入会

・ローターアクトを30歳で卒業したら、ＪＣ等へ入

　会

・インターアクト、ローターアクトを経験した女性

　は、JC等ロータリアン予備軍と結婚

・JCを卒業した者は、ロタリークラブへ入会

・夫婦で、インターアクト、ローターアクトを経験

・生まれて来る子供には、自然とロータリーの活動

　がDNAに染み込まれます。

・2620地区では、若者を愛し、若者を大切にする事

　で、将来の自分のクラブの拡大、繁栄への素にな

　ると考えます。若者と共生する事もボランテアと

　考えます。

編集後記

　私は昨年の12月までブケ東海静岡に勤務しており

ました。静岡駅前再開発事業(ビル建設）により平

成22年3月までの3年間、営業を休止して、ビル完成

後はメインテナントとして25階、24階、6階、4階の

フロアーで婚礼、宴会事業を再開する予定です。

　本日の卓話でお越しいただいた青野新世代委員長

が活躍している静岡ロータリークラブの会場として

永年ご利用いただき、ローターアクトには女性社員

が入会していたことを光栄に思います。

　本年2度目の編集作業も残すところ後2回です。引

き続きご指導宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（西島）
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

　

　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

  皆様こんにちは、今月の25日は十五夜でした。ロ

ータリーでは、あちらこちらで観月例会として楽し

んでいるようで御座います。

　十五夜、十三夜とは秋の収穫祭として奈良、平安

時代から続いている伝統文化です。十五夜には欠か

すことの出来ないススキが御座います。このススキ

は日本の住居に欠かすことの出来ない植物であった

わけです。屋根葺き材料や墨俵として大量に利用さ

れてきました。今でも伊勢神宮や合掌造りの屋根に

使われております。地域によって異なりますが、十

五夜の膳に茅の箸を備える所もあります。どこにも

でも生える雑草のような植物ですが、こうして人々

の生活に最も大切な植物として感謝祭の主役を担っ

てきたわけです。

　季節感が失われた現代、昔から伝わる四季の年中

行事を楽しもうとする機運が高まってきているとい

われています。ここ3、4年、十五夜、十三夜を楽し

む人が増えているそうです。一生懸命に飾り付けを

して、そこで家族や友人と食事を楽しむ、そんな余

裕の時間が豊かに思われるからと云われています。

時間と仕事に追わるだけでなく、こうした文化に触

れることも大切であろうと思う次第です。

　日本は数多くの伝統文化が御座います。その伝統

文化によって経済を成す地域も沢山あります。祭り

を挙げると三大祭りが有名ですが、この祭りによっ

て産業とするところもあります。伊勢神宮では、式

年遷宮（しきねんせんぐう）といって、20年に一度

正殿が建て替えられております。建て替えたその年

からまた、20年後の準備ということで、この地域の

人々の生活を支えております。

　第一回の式年遷宮から1300年に渡って行われてき

た伝統文化に、日本最古の建築様式が伝えられてお

ります。唯一神明造り（ゆいいつしんめいづくり）

といって、ヒノキの素木（しらき）を用い、高床式

で屋根は、あのススキの萱葺きです。この建築様式

が、いくつもの社寺建築の様式を生み出し我々の住

宅の基本となってきたわけです。そのススキも今で

は、民生にはほとんど現われる事も無くなりました

が、1300年の歴史を重んじますと、十五夜に登場し

てくるこのススキを飾りしのんで見たい思いでござ

います。　

10月のプログラム

777回

10月04日(木)

12:30　米山記念館 米山奨学生卓話 

米山委員会　移動例会

778回

10月11日(木)

12:30　外部卓話

社会奉仕委員会　理事会

779回

10月18日(木)

18:30　会員卓話　鈴木博行君・職

業奉仕委員会　夜間例会

780回

10月23日(火)

12:30　東急ホテル　ガバナー公式

訪問 　曜日変更・沼津北RC合同

●ビジター

1.仲田賢三様：沼津RC

2.石川秀雄様：沼津RC

3.若林庸道様：沼津北RC

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 西島邦彦

◆◆第◆◆第776776例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

クラブフォーラム　CLP検討委員会
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出席委員会報告

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

776回 24名 21名  - 87.50 %

774回 24名 22名  - 91.67 %

●欠席者(3名)

宮口雅仁、西島邦彦、西山幸三郎

●他クラブへの出席者

杉山　了（9/21　伊東RC）

●スマイル報告

1.石川秀雄様（沼津RC）：

  お邪魔致します。井上さんには、大変お世話にな

　っております。ありがとうございます。

2.森　茂美：

  妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

3.鈴木博行：

  所用につき、早退させていただきます。

4.鈴木良則：

  所用につき、早退させていただきます。

5.本村文一：

  所用につき、早退させていただきます。

6.芹澤和子：

  所用につき、早退させていただきます。

幹事報告

1.報告・連絡事項

①次週は、米山梅吉記念館での移動例会となってお

　りますので、ご注意願います。

②地区大会の青表紙を、各テーブルに置きましたの

　で、記入と集金をお願いします。

　なお、今回地区大会は例会扱いとなりますので、

　多数の参加をお願いします。　　

※10月28日（日）千本浜遊歩道清掃、バーベキュー

　大会

クラブフォーラム

 クラブフォーラム～ＣＬＰ検討委員会

　　　　　　　　　　　　　　幹事　植松　正

　　本日のフォーラム

　は9月6日に続いて

　CLP（クラブ・リー 

　ダーシップ・プラン

　）について討論しま

　した。はじめに渡会

　長より9月20日にお

　けるCLP検討委員会

での決定事項を説明。続いて幹事よりRI推奨のクラ

ブ細則について説明し、その後に質問・意見等を承

りました。

　この結果、下記事項を確認し、各委員会の機能や

細則に関する詳細な事項については検討委員会に一

任されることとなりました。

○委員会はRIが推奨とする5委員会とする。

　①クラブ管理運営、②広報、③会員増強・維持、

　④奉仕プロジェクト、⑤財団プロジェクト

○理事は従前どおり7名とし、メンバーは会長、幹 

　事に加え、会長エレクトと直前会長を含む5委員

　長とする。

○クラブ細則の変更はRI推奨のものを活用し、修正

　事項は最小限にとどめる。

編集後記

　本年度２回目の編集作業も無事？終りました。

宮島さん、名古さんには大変ご迷惑をお掛けしまし

た。今後も微力ながら頑張ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西島）




