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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

■■　本日のプログラム　■■
会長・幹事・クラブ管理運営委員長・
　　　　　　　　奉仕プロジェクト委員長の抱負

2008～2009年度

第 18 巻 01号

2008年07月01日

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

目指そう、増強と四つのテスト

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に

  

　鈴木泰次会長 

　

　　本日は、ビジターの

皆様本年度第1回目の例会

にお越し下さいまして誠

に有難う御座います。これからも皆様方がお見え

になるのを楽しみにしております。本日はごゆっ

くりお過ごしください。

　先ず、前年度渡辺会長、植松幹事本当にご苦労

様でした。得るものが沢山あったと思いますが、

また、苦労も少なからずあった様に思います。次

々回の慰労会ではみんなで、心行くまで労をねぎ

らいたいと思います。今の私の心境は、言うまで

もなく大変緊張しております。この初心の緊張感

が1年間続けば、私も人間として大きく成長する

ような気がします。せっかくの機会を与えて頂き、

未熟な私の人間形成の場と思い皆様方から、知識、

経験を吸収させて頂きたいと思います。元来、性

格的に飽きっぽいところが有りますので、良い緊

張感を続けるためにも皆様方のご指導を期待して

おります。

　さて、本年度よりCLPの導入により新しい組織、

細則によりクラブ運営を行って行くことになりま

すが、初年度から全てうまく行くとは思えません

が、改善の必要な箇所があれば、変えることもや

ぶさかではないと考えます。委員会の数が減り、

委員長の人数が減りましたが、そのかわり各委員

長の責務が増しました。各委員長の皆様には大変

な役割とは思いますが、今まで以上に各委員会の

活動を効果的なものにするよう、運営力を発揮し

て頂きたいと思います。

　　　　　　

　最後になりましたが、皆様方お一人お一人のお

力添えを頂いて何とか会長の職を全うしたいと考

えております。これからもご指導ご協力の程、重

ねてお願い申し上げます。簡単では御座いますが、

会長挨拶とさせて頂きます。

7月のプログラム

813回

7月10日(木)

12:30　ブケ東海　クラブフォーラム

　(インターアクトについて)理事会

814回

7月17日(木)

18:30　ブケ東海　前年度会長幹事

　慰労会:クラブ管理運営委員会

815回

7月24日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　　

　ガバナー補佐来訪

816回

7月31日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　前年度事業・決算報告　出席表彰

出席委員会報告

●ビジター

1.伊東哲夫様：沼津北RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

810 回 25 名 16名 - 64.00 %

808 回 25 名 19名 0名 76.00 %

●欠席者(3名)

宮口雅仁、渡辺亀一、吉川直人

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 名古良輔 編　集　者 宮島賢次

◆◆第 812 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.伊東哲夫様（沼津北RC）：本年も、お世話にな 

　ります。

2.鈴木泰次：本年一年間、よろしく、お願いしま

　す。

3.久松　但：本年度も昨年度同様、御協力をお願

　いします。

4.植松　正：鈴木会長、久松幹事、1年間、よろ

　しくお願いします。

5.栗原侑男：渡辺さん、植松さん一年間、御苦労

　様でした。鈴木泰次会長、久松幹事、ガンバっ

　て下さい。

6.土佐通孝：旧会長・幹事さんお疲れ様でした。

　新会長・幹事さん、よろしく、お願いします。

7.杉山　了：前渡辺会長、植松幹事一年間、ご苦

　労様でした。鈴木会長、久松幹事、新年度、よ

　ろしく、お願いします。

8.後藤　昭：鈴木会長、久松幹事、一年間、よろ

　しく、お願い致します。

9.宮島賢次：鈴木会長、久松幹事、宜しく、お願

　いします。

10.鈴木良則：鈴木泰次会長、久松幹事には、こ

　れから、一年間ご活躍ご苦労さまです。宜しく

　お願いします。所用につき、早退させていただ

　きます。

11.芹澤貞治：新年度の船出を祝い。

12.芹澤和子：鈴木会長、久松幹事、本年、よろ

　しくお願いします

13.西島邦彦：鈴木会長、久松幹事、1年間、宜し

　くお願い致します。

14.井上武雄：新会長、幹事、よろしくお願いし

　ます。

15.大村保二：鈴木会長、久松幹事、1年間、がん

　ばって下さい。

16.本村文一：新会長、幹事、一年間、宜しくお

　願いします。

17.杉山壽章：鈴木会長、久松幹事、本年もよろ

　しくお願いします！

18.名古良輔：鈴木会長、久松幹事、一年間、宜

　しくお願い申し上げます。鈴木博行さん、写真

　ありがとうございます。

19.佐野　稔：渡辺さん、植松さん、ご苦労様で

　した。鈴木会長、久松幹事、ごくろうさんです

　が、ヨロシク！所用につき、早退させていただ

　きます。

20.鈴木博行：所用につき、早退させていただき

　ます。

21.西山幸三郎：新会長、幹事様、宜しくお願い

します。

幹事報告

1.報告・連絡事項

①静岡南ロータリークラブ

　7月15日(火)→18日(金)静岡第4分区IM 　

　　於：ホテルアソシア

  7月29日(火)18:00　夜間例会　於：東海軒会館

　　メーキャップ受付 於：中島屋ガーデンズ2階

　　ロビー 11:30～12:30

②御殿場ロータリークラブ

　7月17日(木)18:00　前会長・幹事慰労会　

　　於：名鉄菜館

2.報告・連絡事項

①各委員長は、2007～2008年度委員会活動報告を、

　7月17日(木)までに提出願います。

新年度会長・幹事・委員長の抱負

　　　　　　　

　鈴木泰次会長　　

　　　　　　　　　　

　クラブテーマについてお話して 

みたいと思います。　

　クラブテーマは『目指そう、増強

と四つのテスト』です。牧田ガバナーも強調され

ていますが、ロータリー活動の基盤は言うまでも

なく会員にあります。その会員の減少を食い止め、

増強に持って行きたいと考えております。多けれ

ば良いと言うものではありませんが、数人の増強

が必要ではないかと思います。

　本年度の第1の目標としておりますので、皆様

方お一人お一人の力をお借りして増強を達成した

いと考えております。是非ともご協力の程、宜し

くお願い致します。

　四つのテスト『 1.真実かどうか。2.みんなに公

平か。3.好意と友情を深めるか。4.みんなのため

になるかどうか。』は人間が人間として生きて行

く為に必要な原理的な倫理観だと思います。

　今の世の中を見ていますと簡単に大きな悪事を

犯すものが増えているように見えます。これには

いろいろな原因があると思いますが、大きなもの
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に人間と人間の間の不信感があると思います。

　「人間」という字は人と人との「間」と書きま

す。この「間」（ま）は人間にとって非常に大事

なものです。人間関係は夫婦、親子であろうが、

他人であろうがこの「間」が作っていると思いま

す。如何にして信頼関係を作っていくか、この「

間」の作り方で決まって来るように思えます。

　四つのテストは、社会生活をおくる上で規範と

なる「間」です。この思いを少しでも広めたいも

のです。

　最後になりましたが、本年度もご指導、ご協力

宜しくお願いいたします。

　久松　但幹事

　2008～2009年度幹事を務めるにあ

たり、以下のことを目標としたいと

思います。

①限りなくホーム100％に近い出席率を目指すこ

と

　幹事として100％ホームでの出席をすることは、

当然のことかもしれませんが、私にとってはとて

も困難なことです。すでに７月17日の　夜間例会

が所用の為どうしても出席出来ず、100％ホーム

での出席は出来ないのですが、来年の6月までの

間、出来る限りホームでの100％に限りなく近づ

くようにしたいと思います。

②積極的なスマイル

　会員の減少により、予算は厳しいものがありま

すが、スマイルが少しでも役に立てばと、毎週何

らかの自身の喜びを発見し、積極的にスマイルを

していきたいと思います。

③話し上手に

　ロータリークラブに入会して６年になりますが、

常々感心することは、会員の方々の話の上手なと

ころです。話しをコンパクトにわかりやすく伝え

るということは、訓練の賜物かもしれませんが、

来年の6月までには少しでも上手に話の出来る人

間になりたいと思います。

 井上武雄クラブ管理運営委員長

　前年度会長・幹事　大変ご苦労

様でございました。又、ありがと

うございました。 

　新年度会長　鈴木泰次様、幹事　久松但様　１

年間よろしくお願い致します。 

　本年度は、ＣＬＰの導入に伴い、クラブ管理運

営委員会を予定を立てて、着実な活動にしていき

たいと思いますので、委員会の皆様、ご協力の程

よろしくお願いします。

　手続要覧を購入しましたので“ロータリーマン

の手引き”に基づき、少しお勉強をしなければと

思っています。 

　１年間どうぞよろしくお願い致します。

 吉川直人奉仕プロジェクト委員長

　奉仕プロジェクト委員長を仰せ付

かりました吉川です。

本年度よりＣＬＰ導入に伴い皆様もご存知の通

り『職業奉仕』・『社会奉仕』・『国際奉仕』の

３委員会がひとつにまとまり『奉仕プロジェクト

委員会』となった訳ですが、私はここでやっと１

年と言うロータリー暦なのです。言葉としては理

解できるような気がしますが、ロータリーで言う

所の「職業奉仕とは？」、「社会奉仕とは？」、

「国際奉仕とは？」状態なのであります。

各々が理解できていない私が、３つひとまとめ

になった当委員会をお受けするなんて、なんとだ

いそれた事をしてしまったのだろうと反省してお

ります。

鈴木会長、久松幹事をはじめ、経験豊富な委員

会メンバーの皆さんに教えて頂きながら、むしろ

勉強させて頂きながら一生懸命に努める覚悟です。

また、まさにＣＬＰ導入の初年度に委員長職を

頂きました事、心より御礼申し上げます。

皆様のご指導・ご鞭撻を頂けます様宜しく御願

い致します。
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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

■■　本日のプログラム　■■
　　クラブフォーラム
　　～　インターアクトについて　　理事会 

2008～2009年度

第 18 巻 02号

2008年07月10日

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

目指そう、増強と四つのテスト

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

  

　　　　　　　　　　　　　鈴木泰次会長 

　

　本日は、サミットについて話をしてみたいと思

います。サミットは年に一度主要8ヶ国の持ち回

りで開かれます。今回日本の主催で第34回のサッ

ミトが北海道洞爺湖で開かれました。

　フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、

イタリア、カナダ、ロシアとその年のEU議長国、

及び欧州委員会委員長の主要8ヶ国と2機構が参加

して、国際的、経済的課題について討議し一定の

方針を打ち出し、各国はそれに向かって努力して

行くことになっています。

　今年の最大のテーマは去年に続き、環境問題（

特に炭酸ガス削減）が主な議題になっておりまし

た。これは言うまでもなく地球温暖化を食い止め、

自然環境を守り、子供たちに素晴らしい地球を残

すために他なりません。

　次に、持てる国、持たざる国の格差の是正。特

に最近、資源、食料等の価格が上昇し、特に資源

を持たない、途上国の経済が疲弊し、低所得者が

貧困に瀕している。これは、その国だけではなく、

国際的にも不安定な状態を生んでいます。

　紙面の関係で、詳しくは語れませんが、各国の

首脳には、国益だけではなく、地球の未来を見つ

めて最大限の努力をし、合意を得て、合意を実行

し、この素晴らしい地球を守ってもらいたいもの

です。

　国際ロータリーに於いても、長年わたり、地球

環境の保全、貧しい人々の、保健、飢餓、水、そ

れに識字率向上に取り組んできました。この活動

により、ポリオの撲滅まであと一歩のところまで

来ています。私もこの活動に参加しているロータ

リアンの一人として大変誇りに思います。

7月のプログラム

814回

7月17日(木)

18:30　ブケ東海　前年度会長幹事

　慰労会:クラブ管理運営委員会

815回

7月24日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　　

　ガバナー補佐来訪

816回

7月31日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　前年度事業・決算報告　出席表彰

8月のプログラム

817回

8月7日(木)

18:30　ブケ東海　納涼例会:クラブ管 

　理運営委員会　夜間例会・理事会

8月14日(木) 裁量休会

818回

8月21日(木)

18:30　ブケ東海　ガバナー公式訪問 

　夜間例会

819回

8月28日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　　

　会員増強委員会

出席委員会報告

●ビジター

 1.道部　秉様：沼津北RC（直前ガバナー）

 2.内田文喬様：沼津北RC

 3.名取賢吉様：沼津北RC

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 植松　正

◆◆第 813 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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★出席報告（会員総数24名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

811 回 24 名 22名 - 91.67 %

809 回 25 名 19名 1名 80.00 %

●欠席者(2名)

 杉山壽章、吉川直人

●スマイル報告

 1.道部　秉様 （沼津北RC　直前ガバナー）：

　一年間お世話になりました。

 2.内田文喬様（沼津北RC）：

　 いつもお世話になります。

 3.杉山真一：よろしく、お願いします。

 4.本村文一：新会員、杉山真一君をよろしく、

　 お願いします。

 5.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうござい 

   ます。

 6.渡辺亀一：新年度の、門出に欠席してしまい 

   ました。次週より、頑張ります。

 7.鈴木良則：風邪がなかなか治らず、今日も早 

   退させて、頂きます。

 8.土佐通孝：勝手ながら、所用につき、早退さ

   せていただきます。

 9.渡辺亀一：誠に申し訳ございません。早退さ

   せていただきます。

10.久松　但：次週欠席いたしますので、よろし 

   く、お願いします。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

 ①沼津北ロータリークラブ

　7月15日(火)　夜間例会(前年度会長幹事慰労会)

  8月12日(火)　裁量休会

 ②吉原ロータリークラブ

　7月24日(木)　期首懇親会　於：松葉楼　18:00

　7月31日(木)　特別休会

2.協議事項

 ①各委員長は、2007～2008年度委員会活動報告 

   を、7月17日（木）までに提出願います。

 ②本日は、例会後に理事会があります。理事の

   方は、出席願います。

理事会報告

1.報告事項

 ①会員誕生日などの記念品について

 ・結婚記念日は、コーヒーカップ、会員誕生日 

   は、事務用品セット、婦人誕生日は、鉢植え

   としました。

 ②7月24日（木）クラブ協議会　ガバナー補佐

   公式訪問について

 ・ガバナー補佐から挨拶を頂いた後、全員参加 

   にて年次計画につき、補佐と 1時間程度協議

   します。

2.報告・連絡事項

 ①8月プログラム　クラブ管理運営委員長　井上 

   武雄君、プログラム担当　久松但君

 ・クラブ管理運営委員会の原案どおりとする

 ②8月の親睦予算について　クラブ管理運営

   委員長　井上武雄君

 ・納涼例会（家族同伴）～会場：ブケ東海

【収入の部】

  会費(会員）5,000円 × 24名 = 120,000円

  会費(同伴）3,000円 × 10名 =  30,000円

  会食費   　2,000円 × 24名 =  48,000円

  委員会　　　　　　　　　　      83,000  円  

  合　計　　　　　　　　       281,000円

【支出の部】

　飲食代　6,500円×34名     =  221,000円

　アトラクション　　              60,000  円  

  合　計　　　　　　　　　     281,000円

 ③重光純氏の入会について

 ・承認する。

                    以上①～③を一括承認

新会員紹介

            　　杉山　真一君

 職業分類　  建設業

 事業所名　  コーア建設　株式会社

 事業所での地位　代表取締役 　
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 事業所所在地　〒410-0314 沼津市一本松512-4

 事業所電話 055-966-0073　

 事業所FAX 055-966-0548　

 自宅住所 〒410-0312　沼津市原260

 自宅電話 055-967-9222

 推薦者　　 本村　文一

クラブフォーラム

　テーマ : インターアクトクラブについて

　　道部　秉直前ガバナー

　　　　　　　　井上武雄クラブ管理運営委員長

　

　最初に道部直前ガバナーより説明を頂き、その

後で井上クラブ管理運営委員長より、インターア

クトパンフレットとインターアクト要覧に基づい

て説明がありました。

　説明によると、インターアクトクラブは、14歳

から18歳の青少年を対象とする奉仕と交歓のため

のクラブで、ロータリークラブが提唱します。

　

　具体的には、高校生によりクラブ活動の一つと

して行われ、今回、加藤学園高校を対象としての

設立を検討しています。

　

　そこで、いくつかの質問を頂きました。具体的

には、予算のこと、人員配置のこと、実施するか

否かについての決定方法のことなどでした。

  

  予算については、道部直前ガバナーからもでき

る範囲で構わない旨、意見を頂きました。しかし、

設立初年度は、ある程度予算が必要なようです。

また、人員については5人程度必要で、クラブと

してそれだけの人数をかけられるかどうか議論が

ありました。

　結局、結論を出すまでに、配布した資料を検討

し、実施している他クラブの意見を聞き、再度検

討することで終了しました。

　　　　　　　　　　　　　　幹事　久松　但

編集後記

 

　今週号は宮島編集長が業務多忙につき、ピンチ

ヒッター植松が編集をさせていただきました。

　6月に幹事を終え、今年度はのんびりしようと

思っていましたが、そんなにロータリーは甘くな

いようです（笑）

　新会員も入ってきましたし、今年度もバリバリ

働かさせていただきます！　　　　　　（植松） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　

後藤（ ④ ） 井上（３） 宮島（ ④ ） 宮口（ ３ ）

名古（ ④ ）

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

久松（３,１) 栗原(　④　) 本村( ２ )

西島( ３ ) 西山( ２ ) 大久保( １ ) 大村( ④ ) 坂部（ － ） 佐野（ ３ ）

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

土佐 ( ２ ) 植松(④)+1 渡辺(④)＋1 吉川 ( ④ )

例会出席％　　76.00% 地区報告％　　79.00%

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

■■　本日のプログラム　■■

前年度会長幹事慰労会

2008～2009年度

第 18 巻 03号

2008年07月17日

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

目指そう、増強と四つのテスト

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

  

　　　　　　　　　　　　　鈴木泰次会長 

　

　本日は、前年度渡辺会長、植松幹事の慰労会で

す。1年間本当にご苦労様でした。今日は、皆さ

んと共にお二人の労を最大限、労いたいと思いま

す。心行くまでお楽しみ下さい。

　

　さて、このところ政、官、業の不祥事が相次い

でおりますが、今度は、教育委員会の職員、教師

が贈収賄を繰り返し、教員採用試験の不正が発覚

しました。これは前からウワサがありましたが、

やはりそうかと思いました。

　

　今、国を上げて青少年の健全育成を目指し、倫

理の向上が叫ばれている最中に次から次へと不祥

事が出てくる。こういう状況の中で大人が子供た

ちの健全教育をどんなに熱く語っても、子供たち

にはまともに受け止めてもらえないと思います。

　

　子供たちの心には、今の社会がどの様に写って

いるのでしょう。

　大人の言行不一致な行動がますます子供たちの

心を空虚なものにして行くとしか思えません。

　昔は、学校の先生は聖職と言われ、親も、子供

も先生の言うことは良く聞いたものでした。

　今は、先生も、親も、子供も、友達のような関

係に見えることがよくあります。

　そのようなことで、本当にこの社会で、自分自

身の力で生きていける人間を育てることが出来る

のでしょうか、甚だ疑問に思えてなりません。

　

　子供達が、健全に成長し未来に夢を持ち、充実

した楽しい社会生活を送ることが出来るよう大人

は考え、行動しなければならないと思います。

　大人が変わらなければ、子供も変わらないので

はないでしょうか。

　

　それにつけても、ロータリーの四つのテストは

意義深いもだとつくづく思います。

7月のプログラム

815回

7月24日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　　

　ガバナー補佐来訪

816回

7月31日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　前年度事業・決算報告　出席表彰

8月のプログラム

817回

8月07日(木)

18:30　ブケ東海　納涼例会:クラブ管 

　理運営委員会　夜間例会・理事会

8月14日(木) 裁量休会

818回

8月21日(木)

18:30　ブケ東海　ガバナー公式訪問 

　夜間例会

819回

8月28日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　　

　会員増強委員会

●ビジター

 1.小木曽　誠様：沼津北RC

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 宮島賢次

◆◆第 814 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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出席委員会報告

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

813 回 25名 19名 - 76.00%

811 回 23名 20名 1名 91.13%

●欠席者(6名)

久松　但、宮口雅仁、本村文一、西山幸三郎、

佐野　稔、吉川直人

●他クラブへの出席者

鈴木良則（7/13　米山梅吉記念館）

●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.鈴木良則：尾島康夫君、入会おめでとうございま

　す。

3.渡辺亀一：慰労会の開催、ありがとうございます。

4.渡辺亀一：一年間、御協力ありがとうございまし

　た。

5.植松　正：本日は、ありがとうございます。ゆっ

　くり、くつろがせていただきます。

6.鈴木泰次：渡辺さん、植松さん、一年間、御苦労

　様でした。本日は、楽しんで下さい。

7.芹澤貞治：前渡辺会長、植松幹事、一年間、お疲

　れさまでした。

8.栗原侑男：前会長、幹事、一年間御苦労様でした。

9.土佐通孝：会長、幹事、一年間、大変お世話にな

　りました。申し訳御座いません、バッジを忘れま

　した

10.宮島賢次：渡辺会長、植松幹事、一年間、お疲

　れ様でした。ありがとうございました。

11.井上武雄：会長、幹事、御苦労様でした。バッ

　ジ忘れました。

12.本村文一：渡辺前会長、植松幹事、一年間、あ

　りがとうございました。

13.鈴木良則：早退します。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　7月25日（金）前会長幹事慰労会の為夜間例会 

　　　　　　　　18:00点鐘

　8月15日（金）　裁量休会

②三島西ロータリークラブ

　7月31日（木）　特別休会

新入会員紹介

尾島康夫 君

前年度会長・幹事慰労会

渡辺亀一前会長

　　　鈴木泰次現会長　　植松  正前幹事

渡辺亀一君よりお礼の言葉

　慰労会の開催、誠にありがとう御座います。会

長として何が出来ましたやら、はなはだ恥ずかし

い思いで御座います。会員の皆様方に支えられて

どうにか１年勤めさせていただきました。毎週の

会長挨拶にこれ程時間を費やすとは、当初、全く

想像していませんでした。始まりの頃は会社の仕

事も割合に暇でしたので、当てる時間もありまし

たが、正月過ぎからは大変苦労を致しました。忙

しさも増してきて、また、年中太陽の下の仕事で

御座いますので体力の消耗が気力を押し下げ、原

稿はもとより仕事にも集中できず苦労をしました。

開放されて本来の事業に集中できるようになった

ことに安堵しております。１年間、会員の皆様方

に本当にお世話様になりました。心より御礼申し

上げます。

終始和やかな慰労会でした
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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

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会　ガバナー補佐期首訪問

2008～2009年度

第 18 巻 04号

2008年07月24日

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

目指そう、増強と四つのテスト

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

  

　　　　　　　　　　　　　鈴木泰次会長 

　本日は、第3分区ガバナー補佐勝亦 守様、事務

局鈴木英明様に期首訪問して頂いております。後

ほどご挨拶頂き、クラブ協議会に於いては当クラ

ブ年次計画について、ご指導、助言を頂けるもの

と思います。宜しくお願いいたします。

　先日、日経新聞に、映画作家大林宣彦氏のイン

タビュー記事が載っていました。共感するところ

が有りましたので、少し話しをしてみたいと思い

ます。

　「今の世の中は問題がある」と言っております。

それは官僚などその道の専門家といわれる人たち

の意識が問題だと指摘しています。　

　「専門家の物知らずが日本をおかしくしている

気がします。世の中全体、国民全体の幸せに心が

向かわず、自分たちの世界の中での効率とか特権

を守ることなどに関心を集中させている。このた

めに、社会の基本となるべき情や思いやりの精神

が失われてきたような気がします。

　市民の大事な税金を預かる人たちに税の重みを

忘れさせたり、市民を食の楽しさに誘う人たちに、

もてなしの心を忘れさせ、子どもの未来を育てる

べき、教育関係者が子どもを犠牲にする行いをし

てしまう。

　こうした現象は、専門家たちが夢を語ることが

出来ずに、自分とかかわりを持つ市民やお客、子

供らなどの幸福を忘れてしまった結果ではないか

と思います。

　僕は、早く結果を求めようとする効率主義が、

個別のことにだけ関心を向ける各論主義を生んだ

のだと思います。それに対し、お互いを大切にし

ながらその関係を考え合うというのが総論主義で 

はないかと思います。」

　以上が小林映画作家の話しの一部ですが、私も

皆さんと総論主義で夢のある話し合いをしたいと

思います。

前会長・幹事 渡辺亀一君と植松　正君に

鈴木泰次会長より記念品を贈る

7月のプログラム

816回

7月31日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　前年度事業・決算報告　出席表彰

8月のプログラム

817回

8月07日(木)

18:30　ブケ東海　納涼例会:クラブ管 

　理運営委員会　夜間例会・理事会

8月14日(木) 裁量休会

818回

8月21日(木)

18:30　ブケ東海　ガバナー公式訪問 

　夜間例会

819回

8月28日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　　

　会員増強委員会

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 宮島賢次

◆◆第 815 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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出席委員会報告

●ゲスト　

1.勝亦　守様：国際ロータリー第2620地区

　　　　　　　静岡第3分区ガバナー補佐

2.鈴木英明様：国際ロータリー第2620地区

　　　　　　　静岡第3分区ガバナー補佐事務局

●ビジター

1.杉山謹一様：沼津北RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

815 回 25名 19名 - 76.00%

813 回 24名 22名 - 91.67%

●欠席者(6名)

西山幸三郎、大村保二、尾島康夫、佐野　稔、

鈴木良則、吉川直人

●他クラブへの出席者

大村保二（7/13　財団セミナー）

後藤　昭、芹澤貞治（7/13　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.井上武雄：バッジを忘れました。

2.久松　但：勝亦ガバナー補佐、鈴木補佐事務局、

　本日はよろしくお願いします。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮ロータリークラブ

　7月21日（月）　休会

2.報告・連絡事項

①8月7日の納涼例会の、青表紙を各テーブルに置

　きますので、記入してください。

ガバナー補佐挨拶

静岡第3分区　勝亦　守ガバナー補佐

　皆様こんにちは。2008-2009年度RI第2620地区

静岡第3分区ガバナー補佐を勤めさせて頂く事と

なりました、沼津柿田川ロータリークラブの勝亦

守です。この分区においては、最も会員数の少な

いクラブからの選出ということで、私自身戸惑い

もございますが、年度廻りにより、また沼津柿田

川ロータリークラブ全員の推薦で、この緊張の舞

台に立っております。皆様のクラブの新たな会長、

幹事様共々、ご協力を宜しくお願いします。

　さて、今年度のRI会長はお隣の国、韓国の李東

建氏です。李会長は『Make Dreams Real－夢をか

たちに』を新たなRIテーマとして、新年度をスタ

ートさせました。とりわけ『夢をかたちに』の主

なターゲットとして考慮されているのは、地域社

会の最も大切な資源である『子供たち』でありま

す。日本国内においても出生率の低下が叫ばれ、

社会構造の変化と共に、子供たちの周辺を取り巻

く環境が、明らかに変質、偏重されていますが、

世界に目を向けると、そこには毎日、避けられる

はずの理由で命を落とす5歳未満の子供の数が3万

人を超えている現実があります。私自身が住んで

いる駿東郡清水町の全人口と同じ人数の子供達が

毎日命を落としている現実に、RI会長の原稿を読

み愕然としたものでした。この事実を前に、私達

ロータリアンは組織を上げて行動を起こさなけれ

ばなりません。6年間継続の事業となりますが、

保健と飢餓追放、水、識字率向上を主眼とするプ

ロジェクトが、今年度においても強調事項となっ

ております。

　世界の子供たちの『夢をかたちに』を実現する

ためには、私達ロータリアンが互いに手を取り、
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夢を語りながら、ひとつひとつのプロジェクトを、

確実に履行していかなければなりません。いまこ

の瞬間からの会員各位のご協力が必要とされてい

ます。

　また、今年度のRI第2620地区のガバナーは静岡

の弁護士、牧田静二氏です。既に開催された幾多

の研修から受ける牧田ガバナーのイメージは、温

厚な表情の向こうに、強い意志をお持ちのガバナ

ーであると認識致しました。今年度の地区目標の

制定に際しても、会員増強を計ることを最優先事

項として、抽象的な増強目標ではなく、具体的な

課題として『各クラブ純増１名以上』を挙げられ

ました。この数字の重みは私以上に皆様も周知の

事と存じます。すなわち、退会者がいなければ増

員は1名でも良いが、退会者が増えた場合は、こ

れに加えて会員増強を計らなければならないから

です。私自身も沼津柿田川クラブに8名の会員を

入会勧誘致しましたが、このうちの1/3は残念な

がら既に退会してしまいした。この重さは当事者

でなければ判らない事実かもしれません。このた

めにも活発なクラブ運営、楽しい例会も同時に推

奨しております。老若男女関わらず、奉仕活動に

せよ、親睦活動にせよ仲間と共に苦労し、汗を流

したからこそ得られる人間関係の重要さを牧田ガ

バナーは語っています。

　私自身も牧田ガバナーの当地区担当の補佐とし

て、地区目標の達成、とりわけ会員増強について

の達成に向けて最大の敬意を払い、静岡第3分区

の各クラブがさらに楽しく、魅力のあるロータリ

ークラブとなりますように努力をして行きますの

で、ご協力をお願いします。

　結びに、2009年4月11日は沼津東急ホテルにお

いて、沼津柿田川ロータリークラブがホストとな

るIMが開催されます。当日が楽しい企画で溢れる

よう、会員一同にてお迎えいたしますが、各クラ

ブの皆様には、ぜひとも会員増強の目標を早期達

成し、静岡第3分区全体の勝利の宴とするべく、

重ねてお願いを致します。

クラブ協議会

　久松　但幹事　

　本日のクラブ協議会は、勝亦守

ガバナー補佐、鈴木英明ガバナー

補佐事務局を迎えて、年次計画に

ついて協議を致しました。

CLPの委員会ごとに年次計画を発表し、その後勝

亦ガバナー補佐より意見を頂きました。ガバナー

補佐からは、地区の会員減少の状況が著しいこと

から会員増強に努めていただきたい等の話しがあ

りました。

　その後質疑応答を行い、芹沢貞治会員からは、

「CLPによって委員会が減少し、特に奉仕プロジ

ェクト委員会などは、１つの委員会に特化するな

どの方法もあるかと思うが、他のクラブではどう

なのか。」との質問がありました。

　勝亦ガバナー補佐からは、「他クラブも同じよ

うな状況で、以前の委員会が小委員会などで存在

して活動を行っているようです。」との回答があ

りました。

　その後、会長の講評と予算についての簡単な説

明を行って、終了しました。

編集後記

　暑い夏がやって来ましたね、私も体に堪える年

齢になりましたが、毎年この夏に楽しみなことが

有ります。それは高校野球です。

　3年生は最後になる大会です、一生懸命にプレ

ーする姿、勝って喜ぶ顔、負けて悔し涙の顔、そ

れぞれの思いが溢れ出る瞬間ですね、私もその一

人でした。

　27日の日曜日は家のテレビで、北神奈川大会の

決勝戦、慶應高校対東海大相模高校の試合を見る

ことが出来ました。これがまた稀に見る拙戦で、

終盤から逆転逆転で延長戦に突入、13回表に慶應

高校が3点取って万事休すかと思いきや、その裏2
人ランナーを出して食い下がりました。

　結果は、慶應高校が9対6で優勝しましたが、両

校とも最後まで諦めず笑顔まで見せながら勝つ事

を信じてプレーしていました。

　社会人でも、ここに教えられる事がありますね。

　（文責　宮島賢次）
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　　　　　　　　　　　　　　鈴木泰次会長 

　今月は、第2620地区の地区各委員会のセミナー

が開かれております。

　13日にロータリー財団委員会セミナーが開かれ

ました。当クラブでは大村ロータリー財団委員長

に出席頂きました。セミナーの内容については、

後日大村委員長よりお話をして頂くことになると

思います。27日は会員増強セミナーが開かれまし

た。栗原会員増強維持委員長と私の二人で参加し

ましたが、多くのクラブでは、増強委員長のみの

出席が多かったようです。しかし、宮川地区会員

増強委員長のお話では本年度は、出席率が良く、

資料が足りなくなるほどの盛況ぶりとのこと。つ

まりは、多くのクラブが会員増強に強い関心を持

っているものと思いました。

　先ず、牧田ガバナーの挨拶から始まりました。

ガバナーのお話は、「会員増強は、RIの為でもな

く、ロータリー財団の為でもなく、またクラブの

為でもない、社会の為だ」とお話になりました。

それは、今の社会を見ていると経営者、公務員、

政治家、教育関係者等が、法律を犯し、欺瞞に満

ちた悪事を働き、世の中の信頼関係を根底より覆

していると、とらざるを得ない状況に陥っている

と思います。ロータリアンは、幸いにして職業奉

仕の精神をもって、職業倫理を高め、それによっ

て社会に奉仕をしている。そのような活動を行う

仲間を増やして行くことが社会の為にもなる。だ

から、会員を増強する必要があるという趣旨の話

しだと私は感じました。私は大いに共感を覚えま

した。

　

　また、パワー浜松RCの事例発表がありましたが、

名前に劣らず、会員増強に対する並外れたパワー

を感じました。詳しくは後日栗原委員長よりお話

があると思います。

　また、29日には久松幹事と私で沼津北RCに挨拶

に行ってまいりました。出席表彰が行われました

が、歴史のあるクラブの為か高齢者の皆さんが多

く表彰を受けているように思えました。本当に沼

津北RCの会員の層の厚さを実感致しました。

8月のプログラム

817回

8月07日(木)

18:30　ブケ東海　納涼例会:クラブ管 

　理運営委員会　夜間例会・理事会

8月14日(木) 裁量休会

818回

8月21日(木)

18:30　ブケ東海　ガバナー公式訪問 

　夜間例会

819回

8月28日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　　

　会員増強委員会

●ビジター

 1.大野数芳様：沼津北RC

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 宮島賢次

◆◆第 816 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に



　

2

出席委員会報告

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

816 回 25名 20名 - 80.00%

814 回 25名 19名 2名 84.00%

●欠席者(5名)

宮口雅仁、本村文一、佐野　稔、鈴木良則、

吉川直人

●他クラブへの出席者

鈴木泰次、栗原侑男（7/27 地区会員増強セミナー

）鈴木泰次、久松　但、佐野　稔(7/29　沼津北

RC）

●2007～2008年度出席表彰

年間最多出席表彰(70回)：杉山　了君

5年継続100%出席表彰：久松　但君、宮島賢次君

年間ﾎｰﾑ100%出席表彰：渡辺亀一君、植松　正君 

　　　　　　　　　　 宮島賢次君

年間100%出席表彰　 ：久松　但君、栗原侑男君 

　　　　　　　　　　 芹澤貞治君、芹澤和子君 

　　　　　　　　　　 杉山　了君、鈴木博行君

杉山　了君 年間70回出席お疲れ様でした

●スマイル報告

1.大野数芳様（沼津北RC）：久しぶりに出席しま

　した。

2.芹澤貞治：出席委員長の義務をはたせました。

3.宮島賢次：出席表彰、いっぱい頂きまして、あ

　りがとうございます。

4.久松　但：出席表彰、ありがとうございます。

5.芹澤和子：出席表彰、ありがとうございます。

6.鈴木博行：出席表彰、ありがとうございます。

7.栗原侑男：出席表彰、ありがとうございます。

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

　8月13日（水）休日休会

　8月29日（水）裾野RC合同例会ガバナー公式訪問

クラブ協議会　前年度事業・決算報告

前年度幹事 

　植松 正君より

　本日のクラブ協議

会は、2007～2008年

度事業活動報告と決

算報告を行いました。 植松　正君、渡辺亀一君

　クラブ奉仕委員会

をはじめとする各委員会の委員長より活動実績に

ついて、続いて会計より決算報告があり、最後に

渡辺前年度会長に総括していただきました。

　総体的には、各委員会とも年次計画に沿い堅調

な活動がなされた旨の報告でありました。決算に

ついても、会員の減少に伴う収入減や臨時支出等

があったものの、最終的にはプラスの収支で終え

ることができました。

　しかしながら、新入会員がゼロであったり、夜

間例会などの例会出席率が低調であったり、いく

つかの課題を残した面もありました。本年度は

CLP導入初年度ということで試行錯誤することも

多々あるかと思われますが、これら課題について

検討・克服していただければと思います。

　最後に、会員の皆様には一年間ご協力いただき、

会長・幹事より心より御礼申し上げます。




