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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　

　この頃の朝晩は大分寒くなりまして、師走の季

節らしくなりました。また、今年は例年に無く早

いインフルエンザの流行も心配されております。

どうか皆様方も早めの予防をしていただいて、お

気をつけいただきたいと思います。

　さて、古い話になりますが、12月8日は大東亜

戦争の開戦した日です。若い人たちにはピンと来

ない話になりますが、忘れてはならない日でもあ

ります。以外に開戦の話を報道に取り上げないの

は、なぜかよく分かりません、もしも、開戦がま

ちがっていたならば、そこを知る必要も大切です

。終戦記念日は毎年大きく報道されております。

無残な結果だけを報道し続けても、悲惨な戦争の

教訓とはならないように思うわけで御座います。

　史実を正しく伝えることで、今後の教訓として

いくことは大切なことであると思います。しかし

、なぜ開戦にいたったのか、余り語らないのは、

当時の戦略にさまざまな考えがあり、戦後は周辺

諸国に配慮し、日本の復興の足かせにならぬよう

に封じ込めたように思う訳です。

　日露戦争の勝利の結果、ポーツマス条約によっ

て日本が得た南満州鉄道、関東州の租借権は国際

的に認められた権益でありました。しかも、これ

を斡旋したのが当時のアメリカ大統領ルーズベル

トであった訳です。

こうした経緯を持って、日本は満州を統制下にし

て軍隊を進駐していくわけですが、満州事変と昭

和12年には支那事変、即ち日中戦争に発展し、国

際的に批判が強くなって行った訳です。その後に

仏印（仏領・印度支那の略）今のハノイ・サイゴ

ンあたりに飛行場を建設することを目的にして進

駐して行った事で、ますます批判が高まり、つい

に在外日本資産の凍結、石油の禁輸措置を受ける

ことになってしまった訳です。16年9月の御前会

議で、昭和天皇は平和的処理を強く要望されたと

言われます。また陸軍内、海軍内にもアメリカと

全面戦争をするという雰囲気は無かったとも言わ

れております。また当時、総理自ら訪米し事態の

打開を図ろうと提案したが、拒否され打開の道は

閉ざされて、ついに開戦となって行った訳です。

  ------------- 年次総会報告 -------------

　クラブ細則第3条、第3節、3項により、11月1日

の例会において、指名委員が指名した次年度理事

候補者並びに次々年度会長候補者に対し、同節4

項より、本日の12月第1例会までに被指名候補者

以外の立候補者がありませんでしたので、これを

もって被指名候補者の当選が確定した事を宣言し

ます。

○次々年度会長　井上武雄

○次年度理事　鈴木泰次、渡辺亀一、井上武雄、

大村保二、名古良輔、久松　但、吉川直人

12月のプログラム

787回

12月13日(木)

12:30　クラブ協議会 下期活動計画 

理事会

788回

12月22日(土)

18:30　クリスマス家族例会　

親睦委員会　曜日変更・夜間例会

12月27日(木) 裁量休会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 名古良輔

◆◆第◆◆第778686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　年次総会
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出席委員会報告

●ビジター

1.芹沢正明様：御殿場 RC

★出席報告（会員総数　26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率
786　回 26 名 17 名  - 65.38 %
784　回 24 名 18 名 1 名 83.33 %

●欠席者(9名)

井上武雄、久松　但、本村文一、西島邦彦、坂部

利夫、佐野　稔、杉山壽章、鈴木博行、土佐通孝

●他クラブへの出席者

鈴木博行（12/4　沼津北 RC）

●スマイル報告

1.森　茂美：誕生日のお祝い有難うございます。

2.吉川直人：妻の誕生日のお祝い有難うございます。

3.鈴木良則：所用につき、早退させていただきます。

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

　12月12日（水）　夜間例会（家族懇親会）

　　会場：ラ・セール　18:30点鐘

　12月26日（水）　特別休会

②御殿場ロータリークラブ

　12月20日（木）　クリスマス家族会　18:00

2.報告・連絡事項

①来週のクラブ協議会は下期活動計画の発表です。

　やむを得ず当日欠席予定の委員長は副委員長へ

　の引き継ぎをよろしくお願いします。

②来週は理事会があります。理事、プログラム委

　員長及びSAAは出席をお願いします。　　

卓　　　話

元銀行マンが語る銀行と

上手に付き合う方法

  植松　正 君

　本日は元銀行マンとい

う経験に基づき、「銀行と上手に付き合う方法」

について話をしてみたいと思います。ポイントを

整理すると以下の４点を理解し、実践することで

、資金調達を円滑にし、金融コスト削減も可能と

考えます。また活用次第では営業基盤拡充や事業

規模拡大に寄与すると思われます。

①銀行の種類と特性を知ろう

　都銀、信託銀、地銀、信金、政府系と様々です。

それぞれの特徴、求められる役割や金利水準も異

なりますので、違いを把握しましょう。 

②複数行と取引しよう。

　自社の事業規模やニーズにあったメインバンク

を選定し、そのうえで複数行と取引し競争させ有

利な取引条件を引き出しましょう。また、それぞ

れの得意分野の情報ルートを活用しましょう。　

③会社を理解してもらう努力をしよう。

　銀行マンは全ての業種に精通しているわけでは

ありません。工場見学や自社製品を説明したりし

て、当社のストロングポイントを知ってもらうこ

とが必要です。まずは現場担当者とコミュニケー

ションをはかってください。　

④銀行からどう評価されているか知ろう。

　銀行は「金融庁検査マニュアル」に沿って財務

データを使い「自己査定」を実施しています。こ

の債務者区分や財務格付により取引条件が変わっ

てきます。自社の評価を知り、財務的な問題点を

把握したうえで、事業計画を策定し実行すること

で取引行からの信頼を得られると考えます。

編集後記

　久しぶりの会報編集です。今年は新たに佐野さ

ん、西島さんが編集委員に加わってくださり、編

集委員の顔ぶれも層が厚くなりました。スタート

した頃の自転車操業に比べると、まさに隔世の感

です。

　現在の週報の原型は、当時の編集委員全員が後

藤　昭さんの会社にお邪魔し、後藤さんのアイデ

アを中心にああでもない、こうでもない、と侃々

諤々の議論をすることから生まれたものです。後

藤さんには多大の迷惑をおかけしました。

　平成19年も残りわずかとなりましたが、くれぐ

れも病気や怪我には気をつけられ、沼津西ロータ

リークラブ全会員が元気で新年を迎えることを心

から祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　(名古　良輔）
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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、今年も残すところ2週間余り

となりました。私のロータリー年度も半年が終え

ようとしております。ここまであっと言う間に来

た感じでございます。地区大会や技能五輪も終わ

ったことですので、これからは会員の皆様方の活

動に、お手伝いをして行きたいと思っております。

　今から12年ほど前の話になりますが、商社の伊

藤忠商事を会長まで上り詰めた人物で、退かれて

からは日本の経済界で活躍される傍ら、一冊の回

想録を執筆、発売されて話題になったことが御座

います。ご存知の方もおられると思いますが、瀬

島龍三氏で御座います。瀬島さんは戦時中、職業

軍人として大本営陸軍参謀本部作戦課で、日本の

戦略を立てた中枢人物の一人でありました。終戦

と同時にシベリアに虜囚として連行され、昭和31

年まで抑留生活をしております。帰国して2年間

健康回復、其の他で過ごし昭和33年、先輩の紹介

で伊藤忠商事に入社しております。

　伊藤忠入社時、「棚卸し」とか「決算」とか、

かつて聞いたことの無い商業用語に、そして日常

書類もほとんど理解できなかったそうです。とこ

ろが入社3年で、社長に直属して会社の全経営を

企画し、調整する役割をもつ業務部長に就任、こ

の就任に当たっては、この重責は果たせる訳がな

いといって、辞退を申し入れたが「君は大本営に

勤務し、100万の大軍を動かした。伊藤忠数千人

の組織など、たいしたことはないはずだ」そうト

ップに云われ、社命ならば、と云って就任したそ

うです。その後は云うまでも無く、培った作戦と

戦略によって今の企業が確立されたものと思う訳

で御座います。

　12年前の回想録を取り上げた理由と申しますと

、近年、日本の職場で感染症が広がっているとい

われます。その病名は「偉くなりたくない病」で

あります。経験豊富な三十代。技能も優れ、職場

をまとめる力が十分ありながら昇進を拒む、こう

した現況を生む世代、また社会を人ごととは思え

ずふれてみた次第で御座います。平和ボケとか、

危機意識とか、あるいは覇気が無いと云われる世

代がなぜ起きたのか、考える必要があろうかと思

う次第です。

12月のプログラム

788回18:30　

12月22日(土)

18:30　クリスマス家族例会　

親睦委員会　曜日変更・夜間例会

12月27日(木) 裁量休会

1月のプログラム

1月 3日(木) 裁量休会

789回

1月12日(土)

18:30　新年会　親睦委員会

    　曜日変更・夜間例会・理事会 

790回

1月17日(木)

18:30　年男の抱負　鼠年会員

     　夜間例会 

791回

1月24日(木)

12:30　クラブ協議会

     　上期活動報告

792回

1月31日(木)

12:30　会員卓話

     　プログラム委員会 

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 名古良輔

◆◆第 ◆◆第 7787 87 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　■■

 クラブ協議会　下期活動計画　理事会
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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

787 回 26 名 20 名  - 76.92 %

785 回 24 名 21 名 1名 91.67 %

●欠席者(7名)

宮口雅仁、西山幸三郎、坂部利夫、佐野　稔、杉山

壽章、吉川直人、森　茂美

●他クラブへの出席者

芹澤和子（12/10　沼津柿田川RC）

久松　但（12/11　沼津北RC）

●スマイル報告

1.土佐通孝：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

2.名古良輔：先週から、看護学校の講義が始まりま

　した。坂部さんに会えるといいのですが。

3.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静岡南ロータリークラブ

　12月18日(火) 年末家族会　メークアップの受付は、

　11：30～12：30の間、中島屋八幡ガーデンズの２階

　ロビーに於いて行ないます。

・12月29日～1月4日の間、事務所はお休みさせていた

　だきます。 

②三島ロータリークラブ

　12月19日（水）→21日（金）忘年家族会　

　　　　　　　　　　　　　　　箱根　富士屋ホテル

　12月26日（水）　特別休会

　01月02日（水）　祝日休会

　01月09日（水）→11日（金）4クラブ合同新年会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブケ東海

③伊豆中央ロータリークラブ

　12月18日（火）　クリスマス家族例会　

　　　　　　　　　　　シーダーマウンテン（大仁）

　12月25日（火）　特別休会　

　01月01日（火）　祝日休会

　01月15日（火）→11日（金）4クラブ合同新年会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブケ東海

④新富士ロータリークラブ

　12月18日（火）　クリスマス家族会　19:00より 

　　　　　　　　　　　　　於：ホテルグランド富士

　12月25日（火）　特別休会　

　01月01日（火）　特別休会

　01月08日（火）　新年会　於：ラ・テラス19:00

⑤富士宮西ロータリークラブ

　12月21日（金）ファミリー忘年会の為夜間例会

　12月28日（金）　祝日休会

　01月04日（金）　祝日休会

  01月11日（金）　夜間例会の変更

⑥富士ロータリークラブ

　12月26日（水）　特別休会

　01月09日（水）　新年夜間例会　19:00より　

　　　　　　　　　　　　　於：ホテルグランド富士

　01月02日（水）　特別休会

2.報告・連絡事項

①本日は理事会があります。理事、プログラム委員

　長及びSAAは出席をお願いします。

②1月12日（土）開催予定の新年会の出席確認を各

　テーブルに青表紙をおいてあります。できる限り

　本日中にご記入ください。

クラブ協議会～下期活動計画発表

--　幹事　植松　正 --

　本日のクラブ協議会は、下期の活動準備のため、

各委員長をより下期計画が発表され、それぞれの委

員会に対して会長の所見を述べていただきました。

全般的には各委員会とも年次計画に沿って堅調に活

動がなされている状況を踏まえ、下期も同様に進め

ていきたい意向が示されました。

　個々の委員会では、プログラム委員会からは例年

以上に会員卓話の実施すること、親睦委員会からは

800回記念例会の実施、国際奉仕委員会からはメー

キャップ旅行の検討等が発表されております（詳細

は計画書をご参照ください）。

　クラブ奉仕委員長の言葉にもありましたとおり、

下期は次年度からはCLPを前提とした新組織に移行

する準備期間でもあります。本年はもちろん次年度

以降も充実した活動内容とするために会長・幹事と

も鋭意努力してまいりますので、会員の皆様方のご

協力、よろしくお願いいたします。

後藤（ ⑤ ）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

久松（4,1)+1 井上（3） 栗原（⑤）+1 宮島（⑤）+2 宮口（ 4 ） 森　茂( 2 )

本村( 2 ) 名古( 4, 1 ) 西島( ⑤ ) 西山( 1 ) 大久保(⑤) 大村（ 4. 1 ） 坂部（ - ）

佐野（ ⑤ ） 芹澤貞(⑤)+1 芹澤和( ⑤ ) 杉山了(4,1)+3 杉山壽( - ) 鈴木博( ⑤ ) 鈴木泰(⑤)+2

鈴木良( 3 ) 土佐(3,2) 植松(⑤)+ 3 渡辺(⑤)+ 3 吉川(⑤)+1

例会出席％　　82.50% 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

　皆様こんばんは、恒例でありますクリスマス家

族例会で御座います。ご家族の皆様とNPO法人テ

ィンクルの後藤理事長と菅原様をお迎えしての開

会となりました。今年も会員の皆様方にご協力を

頂きまして楽しいチャリティーバザーが開かれる

ものと思います。どうぞお楽しみ頂きたいと思い

ます。

　町並みではクリスマスの飾り付けの競い合いで、

華やかなイルミネーションで街行く人々を楽しま

せております。最近の統計によりますと、クリス

マスには誰と過ごすか、との質問に対し「家族」

との答えが6割を超えた圧倒的多数だったようで

す。年の瀬ということもありましょうが、家族で

だんらんの数字にぬくもりを感じます。

　ロータリーでは12月を家族月間として、家族や

友達を含めた活動に心配りをしております。今日

はその一部分を担っていると云う事が出来ると思

います。

国際ロータリーでは世界に120万人の会員がいま

す。そしてロータリーを必要としているすべての

人々の手助けをするために活動をしている訳です。

今日はティンクルの皆様もご一緒で御座いますの

で、少々ロータリーのお話をさせて頂きます。

　ロータリーの活動はいろいろあります。水飢饉

にあたり、飢餓には食料を、病んでいる人々には

医療を、字の読めない人には教育をしております。

　日本では考えられないような事ばかりですが、

多くの国、地域に国際ロータリーのロータリー財

団で行っております。そして、これらを「してあ

げていると云う事でなく」これらを必要とされる

事に手助けをすることを分けて頂いている、即ち

分かち合いであると、RI会長が今年度の国際ロー

タリーのテーマに掲げた訳で御座います。

　「してあげる」という事は一方的な行動に多く

が繋がります。ボランティアという言葉があまり

好きではないと言われる方は、自己満足になって

しまう所が意見の一致のようです。分かち合いと

いう理解をもってお手伝いが出来るところにロー

タリーの大きな意義があり、それを100年の歴史

が証明していると思う訳で御座います。

●ゲスト

1.後藤恵美子様

　特定非営利活動法人ティンクル理事長

2.菅原和代様　

　特定非営利活動法人ティンクル、事務局

1月のプログラム

1月 3日(木) 裁量休会

789回

1月12日(土)

18:30　新年会　親睦委員会

    　曜日変更・夜間例会・理事会 

790回

1月17日(木)

18:30　年男の抱負　鼠年会員

     　夜間例会 

791回

1月24日(木)

12:30　クラブ協議会

     　上期活動報告

792回

1月31日(木)

12:30　会員卓話

     　プログラム委員会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 名古良輔

◆◆第 ◆◆第 7788 88 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　■■

クリスマス家族例会
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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

788 回 26 名 17 名  - 65.38 %

786 回 26 名 17 名 3名 76.92 %

●欠席者(9名)

後藤　昭、宮口雅仁、森　茂美、西山幸三郎、大久

保豊和、大村保二、坂部利夫、杉山壽章、鈴木良則

●他クラブへの出席者

土佐通孝（12/17　沼津柿田川RC）渡辺亀一、植松 

正（12/18　会長・幹事会）

●スマイル報告

1.植松　正：半年間、無事終えられました、あと 

　半年、よろしく、お願いします。

2.西島邦彦：クリスマス例会、ご利用ありがとう

　ございました。

3.佐野　稔：タキシードに着がえてきましたので

　、バッジを忘れてしまいました。

●ビジター

12/20に、ブケ東海にて記帳された方

1.山田文章様：沼津北RC

2.山田賢一様：沼津北RC

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①吉原ロータリークラブ

　12月27日（木）特別休会

　01月03日（木）特別休会

②沼津北ロータリークラブ

　12月18日（火）夜間例会（忘年家族会）

　12月25日（火）裁量特別休会

　01月01日（火）祝日休会

　01月01日（火）夜間例会（新年会）

③沼津柿田川ロータリークラブ

　01月14日（月）休会（成人の日）

④長泉ロータリークラブ

　01月02日（水）祝日休会

2.報告・連絡事項

①1月12日（土）開催の新年会の出席確認を本日中

　にご記入ください。

②次回例会前の18時より理事会があります。理事、

　プログラム委員長は出席をお願いします。

③1月24日のクラブ協議会は上期活動報告を行いま

　す。報告書を1月12日までに、事務局宛に提出し

　てください。

④RI2620地区ロータリー財団委員長より、国際親善

　奨学生の推薦について案内がきております。関心

　のある方は幹事までお申し出ください。

⑤地区ガバナーエレクト事務所より、年末年始事務

　所休みのお知らせ

　12月21日（金）から1月6日（日）までお休みさせ

　て頂きます。ご迷惑をおかけします。12月27日　

　（木）は午前中事務所を開けます。

★★　オークション金額　105,000円でした。

クリスマス例会

開会の挨拶は次年度会長

鈴木泰次君

乾杯の発声は杉山　了 

地区副幹事
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　皆さん楽しそうです。オークションの様子。そし

て沼津社会福祉協議会並びにティンクルへの売り

上げの寄付と盛りだくさんの一夜でした。2008年

が会員の皆様、そしてご家族にとって幸多き年と

なりますことを心から祈念して編集を終えたいと

思います。




