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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　■■

納涼例会　クラブ管理運営委員会

2008～2009年度

第 18 巻 06号

2008年08月07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 

　コミュニケーションという言葉が多用されるよ

うになって久しいですが、皆様は社会生活の中で、

またプライベートでコミュニケーションをうまく

とっていますか。

　おしゃべり上手な方は沢山いると思いますが、

それでは女性と男性でどちらがおしゃべり上手で

しょうか。男性でおしゃべり上手という方ももち

ろんいますが、平均して女性がおしゃべり好きと

いうのは明白だと思います。

　

　というのも、男性が話をするときには、左脳し

か使われておらず、女性に比べて言葉を話すとき

に活発になる領域が少ししかないという研究発表

がなされています。一方女性の脳では、話す際に

は左右両方の脳を使っているため話をすることが

上手、上手だから楽しくなってまた話す。という

循環にあるようです。

　ところで、カップルが破綻する理由のひとつに、

この脳の構造の違いが大きく影響しているようで

す。女性が夫や恋人に抱く不満は何だと思います

か。なんと働く女性の74％、専業主婦の98％が感

じていることだそうです。それは夫や恋人が「一

日の終わりに話をしてくれないこと」なのだそう

です。女性は話すことによってストレスを解消し

ます。男性はというと、一日中外に出て疲れて帰

ってくるため、一人で静かにしていたいと思うも

の。そのずれが破綻の原因になってしまうようで

す。本日も、納涼例会ということで、お酒もあり

ご婦人もいらっしゃいます。ほどよくアルコール

が入り、舌がなめらかになり互いの距離も近づき、

心も打ち解ける。そんなコミュニケーションをし

ていただくことが、本日の納涼例会も楽しくなり、

また家庭円満のコツとも思えます。

　今夜は、お酒もいろいろと用意されております

が、人それぞれで、好みのお酒も違うと思います。

私も最近ではワインをよく飲むようになりました。

ご存知の通り赤ワインはポリフェノール成分が多

く含まれて、心臓病に良いということは良く知ら

れていますが、それだけではなく癌、老人性痴呆

症、通風にも予防効果があることが報告されてい

ます。

　また、夜遅くになって飲むアルコールの摂取カ

ロリーはとても気にかかりますが、酒類の中で同

じカロリーであっても、赤ワインは身体に蓄積さ

れる率が最も低く健康的であるということが分っ

ています。お酒はほどほどにして、コミュニケー

ションをとりましょう。

8月のプログラム

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 植松　正

◆◆第 817 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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9月のプログラム

820回

9月04日(木)

12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

  会員増強維持委員会

821回

9月11日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　小木曽誠様（沼津北RC）　理事会

822回

9月18日(木)

18:30　ブケ東海　クラブフォーラム

　インターアクトについて　夜間例会

823回

8月25日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　渡辺妙子様（三島RC）

出席委員会報告

●ビジター

 1.吉野聖一様 　:沼津RC

 2.西岡直樹様  ：沼津RC

 3.久保田卓巳様：沼津RC

 4.荻田勝男様  ：沼津北RC

 5.内田文喬様  ：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

817 回 26名 21名 - 80.77%

815 回 25名 19名 2名 84.00%

●欠席者(5名)

  宮口雅仁、本村文一、西山孝三郎、鈴木良則、

  吉川直人

●他クラブへの出席者

  鈴木良則　(8/4　沼津柿田川RC）

●スマイル報告

 1.井上武雄：結婚記念日のお祝いありがとうご 

   ざいます。

 2.久松  但：重光さん、入会おめでとうござい

　 ます。

 3.杉山  了：出席表彰、有難う御座いました。

 4.植松  正：出席表彰、ありがとうございます。

 5.尾島康夫：すみません。バッジ忘れました。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

 ①富士ロータリークラブ

　 8月13日（水）特別休会

 ②新富士ロータリークラブ 

　 8月12日（火）特別休会

 ③御殿場ロータリークラブ

   8月14日（木）特別休会

 ④富士宮ロータリークラブ

   9月01日（月）ガバナー公式訪問　

　 2クラブ合同例会

   9月15日（月）休日休会

   9月29日（月）観月例会　例会場変更予定

 ⑤富士宮西ロータリークラブ

　 8月15日（金）指定休日

　 8月22日（金）→24日（日）富士山一斉清掃の為、

   例会場、時間変更

2.報告・連絡事項

 ①国際ロータリーより、8月のロータリーレート 

   は、1ドル＝106円です。

 ②次週8月14日は、裁量休会です。

理事会報告

1．協議事項

 ①9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。

 ②9～10月の座席表について　クラブ管理運営委

   員長　井上武雄君、SAA　宮島賢次君

 ・誕生月別とする。

 ③吉川直人君より病気療養のため、休会届が出

   されました。

 ・11月30日までの休会を認め、延長等について

   は別途理事会にて協議する。

 ④千本浜清掃活動の日程について

 ・10月26日（日）とする。

 ⑤米山記念奨学会事業寄付について

 ・1人当たり10,000円の寄付とする。

 ⑥ベトナムの小学校への支援について

 ・国際奉仕の一環として、ベトナムバクザン省

   の小学校にノートとボールペンを贈る件につ 

   き、名古会員より提案があり、奉仕プロジェ

   クト委員会の予算から35,000円を充てること

   とした。

 ⑦奥様の誕生日記念の鉢植えの送料について

 ・沼津市以外に送る場合の送料については、通

   信費からの予算支出とする。

 

 以上①～⑦を一括承認
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新会員紹介

             重光　純　君

  職業分類   弁護士

  事業所名   小川法律事務所

  事業所での地位 副所長

  事業所所在地 〒410-0833　沼津市三園町2-29

  事業所電話   055-932-8411

  事業所FAX   055-934-3081　

  自宅住所   〒410-0832  沼津市御幸町25-19

  自宅電話     055-934-3065

  推薦者    久松　但

納涼例会

　今年の納涼例会は、マジックショーとカラオケ

大会で大いに盛り上がりました。

　マジックショーはステージでロープマジックを

披露、その後はテーブルごと目の前でカード、コ

イン、スプーン等を使ったマジックを実演して 

いただきました。最後はロープマジックの種明か

しをするサービスもありました。

　

　カラオケ大会では、10名の方に熱唱いただきま

したが、結果は西島君が913点!?の高得点で見事

優勝を果たし、準優勝は当日入会したばかりの重

光君でした。

マジシャン内藤とアシスタントの方

　　　によるロープマジック

　　　　各テーブルでマジックを実演

息もピッタリ？熱唱する

大村保二君＆川口恵美さん

編集後記

 

　8月より吉川さんが休会となったため、ピンチ

ヒッター植松が今月の編集を担当させていただく

こととなりました。

　今回の納涼例会では司会を務めましたが、銀行

員時代に、よく歓送迎会や忘年会で司会をやらさ

れていたことを思い出しました。人間なんでも経

験しておくものですね。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（植松）　
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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　■■

ガバナー公式訪問

2008～2009年度

第 18 巻 07号

2008年08月21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、牧田ガバナー、浅原地区副幹事に公式

訪問して頂いております。後ほど、ガバナーより

ご挨拶を頂きたいと思います。

 

　さて、税金の無駄使いを止めるにはいろいろな

方策があると思いますが、今日は法律があるがゆ

えに、不必要な支出が毎年繰り返されていること

について少し話をしてみたいと思います。

　日本の法律の数ですが、約1,825の法律があり、

政令省令まで含めると7,000以上になるようです。

　公務員が深夜タクシーで帰宅する件に関して、

いろいろ騒がれましたが、中央省庁の職員が深夜

まで仕事に追われているのも事実でしょう。

　公務員の仕事が減らない一因として法律が様々

な事務を義務付けている現実があります。国や自

治体をスリム化するためには、賞味期限が切れた

「法律のリストラ」に取り組む必要があると思い

ます。

　無駄と思える法律は沢山ありますが、二つ紹介

してみたいと思います。

　まず、国会等移転法(1992年施行)があります。

首都機能移転問題は1990年代に盛り上がり、99年

には移転候補地を幾つかに絞り込む段階まで進み

ました。しかし、首相官邸や省庁が続々と建て替

えられるなかで、今や移転論は完全に下火になり

ました。実現性が薄れたと見て候補地側の自治体

では、相次いで関連予算や組織を廃止、縮小して

います。しかし、国交省は、首都機能移転企画課

を維持し海外の事例調査、その他資料作りに今年

度も2億円の予算を計上しています。

　なぜ止めないのか。理由は国会等移転法は、議

員立法で「一省庁の判断で廃止は出来ない」ため

だそうです。法律がある以上「組織と仕事は残る

」わけです。

　バブル景気の頃、日本列島をリゾートブームが

包み込みました。官民一体で滞在型観光地を整備

しようと、政府は総合保養地域整備法(リゾート

法)に基づき四十二地域の構想を認定しました。

　しかし、バブル景気の崩壊で計画は相次いで破

綻しました。開発事業は、自治体の重荷になり財

政を圧迫しています。現在、同法を所管する国交

省地方振興課の仕事は「構想を廃止する自治体の

申請内容を審査すること」だそうです。後始末に

いつまでも時間をかけるのではなく、同法も早く

廃止すべきではないでしょうか。

　賞味期限の切れた法律は早く廃止し、公務員の

仕事の適正を図り、税金の無駄使いを止めてもら

いたいものです。

8月のプログラム

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 植松　正

◆◆第 818 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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9月のプログラム

820回

9月04日(木)

12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

  会員増強維持委員会

821回

9月11日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　小木曽誠様（沼津北RC）　理事会

822回

9月18日(木)

18:30　ブケ東海　クラブフォーラム

　インターアクトについて　夜間例会

823回

8月25日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　渡辺妙子様（三島RC）

出席委員会報告

●ゲスト

 1.国際ロータリー第2620地区ガバナー

　　　　　　　　　　　　　　　牧田静二様

 2.国際ロータリー第2620地区副幹事　

　　　　　　　　　　　　　　　浅原諒蔵様

 3.国際ロータリー第2620地区静岡第3分区

                ガバナー補佐　勝亦　守様

●ビジター

 8月21日にブケ東海にて記帳された方

 1.久保田卓巳様：沼津RC

★出席報告（会員総数26名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

818 回 26名 20名 - 76.92%

816 回 25名 20名 1名 84.00%

●欠席者(6名)

  名古良輔、大村保二、尾島康夫、土佐通孝、

  鈴木良則、吉川直人

●他クラブへの出席者

  鈴木良則　(8/11　沼津柿田川RC）

●スマイル報告

 1.鈴木泰次：妻の誕生日のお祝いありがとうご

　 ざいます。

 2.杉山　了：妻の誕生日のお祝いありがとうご

   ざいます。

 3.渡辺亀一：前年度の出席表彰を頂きました。

   御礼のスマイルが遅くなりまして、申し訳御

   座いません。スマイルします。

 4.久松　但：牧田ガバナー、浅原地区副幹事、 

　 勝亦ガバナー補佐、よろしく、お願いします。

 5.井上武雄：テーブル会、残金です。

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

　 9月18日(木)　観月会の為夜間例会　於：大富士

　 ゴルフ場

 ②沼津柿田川ロータリークラブ

 　9月01日(月)　例会場変更　米山梅吉記念館にて

　 9月15日(月)　休会（敬老の日）

　 9月22日(月)　ガバナー公式訪問（沼津RCとの

　 合同例会）

　 9月29日(月)　例会場変更　米山梅吉記念館にて

卓　話

       国際ロータリー第2620地区

           ガバナー　牧田静二様

  夢をかたちに

―　楽しく魅力あるロータリーを目指して　―

1.2008～09年度　李東建（D．K．LEE－韓国）国

際ロータリー会長のテーマは、”Make Dreams 

Real”「夢をかたちに」です。李会長はこのテー

マを選んだ理由について「いま、全世界で疾病や

飢餓などで命を落とす５歳未満の子供が毎日3万

人を超えています。こうした子供に光を当て子供

達の夢をかたちにすることをロータリーの使命と

したい。」と訴えました。そして、全世界からポ

リオを撲滅することRIの最優先課題とすると述べ

ると共に、保健・飢餓追放、水保全、識字率向上

を昨年に引き続きRI会長強調事項とすると発表し

ました。

2.本年度の地区目標、地区方針は既に地区協議会

等で発表したとおりです。

　ロータリーの活動の基本は何といっても会員の

増強にあると思います。いま、日本のロータリー

クラブはどこも会員の減少と高齢化の問題に悩ま
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されており、残念ながら当地区においても会員の

減少が続き歯止めがかかっておりません。こうし

た傾向にストップをかけることを最優先課題とし

たいと思います。従って今年は会員の増強に力を

入れ、「各クラブ純増1名以上」の目標を達成さ

れるようお願い致します。

3.今から百年以上前、ポール・ハリスたちがシカ

ゴでロータリー運動を始めた時から、「会員ひと

りひとりが自分の事業や専門職務の道徳的水準を

高め、その業務を通じて社会に奉仕する」という

職業奉仕の精神を運動の中心に据え、綱領に掲げ

てきました。この精神の普及なくしてはコンプラ

イアンス（法令尊守）の徹底はないと思います。

私はロータリーの会員が増加し、その精神が広ま

ることがとりも直さず今日の社会を良くする道で

あると堅く信じております。

4.ロータリーの魅力は、“Fellowship and 

Vocational Service”　とりわけ、友情・人間関

係にあると考えます。すばらしい友人、仲間は単

に長くロータリーに在籍しただけで得られるもの

ではありません。奉仕に親睦に共に汗を流しては

じめて得られるものであります。またロータリー

は自前のお金と時間を使って活動するものですか

ら楽しいものでなければ長続きしないと思います。

各クラブとも活発な奉仕活動、楽しい例会で魅力

あるロータリークラブを目指してがんばって下さ

い。

編集後記

  24日に閉幕した北京オリンピックについて少し

感想を述べたいと思います。

　日本は金メダル9個を獲得しましたが、なかで

も女子ソフトボールの活躍は強く心に残りました。

上野投手は決勝までの3試合を一人で投げ切り、

まさに絶対的なエースでした。その彼女がインタ

ビューのなかで「思いが強ければ強いほど願いは

実現する。」といった内容のコメントをしていま

したが、大変共感しましたし、説得力のある言葉

でした。一方、男子サッカーや野球にはそれほど

の思いが感じられなかったのは残念でしたが。

　私も仕事やロータリー活動等に対し、もっと強

い思いを持って取り組んでいこうと決意をあらた

にいたしました。「夢をかたちに」するために。 

（植松）

井上（ ⑤ ） 宮島（ ⑤ ） 宮口（ ２ ）

名古（ ⑤ ）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

後藤（⑤)＋1 久松（４,１) 栗原(　⑤　) 本村( ３ )

西島( ⑤ ) 西山( ３ ) 大村( ４，１ ) 尾島( ２ ) 佐野（ ２，１ ） 芹澤貞(⑤ )+1

芹澤和( ⑤  ) 杉山了(　⑤　) 杉山真( ４ ) 杉山壽( ４ ) 鈴木博( ⑤ ) 鈴木泰(⑤)＋1 鈴木良(３,２ )

土佐 ( ⑤ ) 植松( ⑤ ) 渡辺(　④　) 吉川 ( － )

例会出席％　　81.97% 地区報告％　　86.07%

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　■■

会員卓話　会員増強維持委員会 

2008～2009年度

第 18 巻 08号

2008年08月28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 

　最近、突発的に多くの人間を死に追いやるよう

な事件が相次いでいます。私も、人間の脳がいよ

いよおかしくなって来たような気がしていました。

そんな折、新聞を見ていましたら文部科学省が来

年度から、「人間の社会行動やコミュニケーショ

ンに関係する脳の機能や構造を特定する研究に乗

り出す方針を固めた」とありました。

　脳の研究によって「切れる若者」の予防や治療

に役立つ可能性があると思いますが、研究の進め

方や使い方によっては差別につながる可能性が高

いと思います。

　文化省の話では、脳のある部位の変化や個人的

特徴が、行動などにどのような影響を与えるかを

示す指標を作り、問題行動や社会性障害の予防や

治療につなげることを目指すようです。文化省や

専門家によると、脳の生物学的な特徴と社会行動

との関係は、動物では比較的解明が進んでいる。

マウスでは、ある種の脳内物質を欠くと自閉的行

動を示したり、攻撃性が高まることが分ってきた

という。

　

　人間については、脳の計測の難しさなどから心

理学的な手法での研究が主だった。文化省は今ま

での動物での研究の成果を結集し、計測技術の開

発も進め、人間の社会性を生み出す脳内メカニズ

ムの解明を目指すようです。

　さらに、不眠症や摂食障害、うつ、の増加を踏

まえストレス耐性や睡眠リズムをつかさどる脳幹

研究も強化するようです。

　文化省ライフサイエンス課は「問題行動や社会

性障害の生物学的なリスク要因がある程度明らか

になれば、予防や治療に結びつく可能性がある」

と期待しています。

　東北大学で「脳神経科学を社会に還流する教育

研究拠点」のリーダーを務める大隈典子教授は「

早い段階でリスクが分れば、育児や教育でケアで

きる可能性がある。こうした指標が差別につなが

らないよう、経験や環境によって脳が生物学的に

変化することなども社会に説明しながら研究を進

める必要がある」と指摘しています。

　私も、社会の変化、科学技術の進歩が本当に人

間に幸福をもたらしているのか疑問に思えること

がしばしばあります。社会の変化、科学技術の進

歩が人間や、他の生物の生存を脅かさないよう願

うばかりです。

9月のプログラム

820回

9月04日(木)

12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

  会員増強維持委員会

821回

9月11日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　小木曽誠様（沼津北RC）　理事会

822回

9月18日(木)

18:30　ブケ東海　クラブフォーラム

　インターアクトについて　夜間例会

823回

8月25日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話 :

　渡辺妙子様（三島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 819 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

●ビジター

 1.内田文喬様：沼津北RC

 2.小木曽誠様：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

819 回 26名 22名 - 84.62%

817 回 26名 21名 1名 84.62%

●欠席者(4名)

  大村保二、尾島康夫、杉山壽章、吉川直人

  

●他クラブへの出席者

  鈴木良則（8/23　米山梅吉記念館）

  土佐通孝（8/25　沼津柿田川RC）

●スマイル報告

 1.内田文喬様（沼津北RC）：いつもお世話にな

   ります。

 2.佐野　稔：妻の誕生日のお祝いありがとうご

   ざいます。所用につき、早退させていただき

   ます。

 3.久松　但：地区大会の出席が少ないようです。

   御協力お願いします。

 4.納涼会二次会出席者：納涼会二次会残金です。

 5.A.Dテーブル：テーブル会残金です。

 6.鈴木良則：所用につき、早退させていただき

   ます。

 7.鈴木博行：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10日（水）　早朝例会（駿河平自然公園にて

）

　9月17日（水）　前橋中央RC例会参加

　9月24日（水）　ガバナー補佐訪問

 ②静岡南ロータリークラブ

　9月30日（火）　夜間例会　メーキャップは11:30

  ～12:30　於：中島屋八幡ガーデンズ2階ロビー 

2.報告・連絡事項

 ①ガバナー事務所より

　ロータリーレートは、9月より108円です。

 ②地区大会の、青表紙を各テーブルに置きます

   ので、記入してください。

会員卓話（DVD鑑賞）

　　　　　会員増強・維持委員会

　　　　　　委員長　栗原侑男君

　8月は会員増強および拡大月間です。

　今日は会員増強の卓話をすることになっており

ましたが、7月7日に李東建RI会長が日本におみえ

になり、東京お台場グランパシフィックホテルに

おいて、全国のガバナー・会長・会員増強委員長

が招集され1200名のロータリアンが集合し、会員

増強セミナーが盛大に挙行されました。

　その時の録画をメイン版3時間、（1時間30分

×2）ダイジェスト版、30分にまとめたDVDを購入

いたしました。会員増強における他クラブの成功

例等です。

　今日はこれを見て参考にして頂き、沼津西クラ

ブも全員で会員増強に取り組み、会員30名を目標

に頑張っていただきたいと思います。皆さんの御

協力をお願い致します。

  なお、メイン版のDVDを見たい人は栗原まで申

し出て下さい。




