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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　会員増強維持委員会

2008～2009年度

第 18 巻 09号

2008年09月04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 

　福田内閣総理大臣が突然辞任しました。1年前

の9月には安倍総理がやはり突然辞任しておりま

す。内閣総理大臣が二人続けて任期途中で、それ

も1年足らずの任務の末、政権を投げ出す異常な

事態になっています。国政を預かる最高責任者と

して、誠に無責任極まりないことだと思います。

この人たちは、自分自身では総理大臣になりたく

はないのに、無理やり党利党略で、総理大臣にな

ったのでしょうか。私は決してそんなことは無い

と信じます。お二人とも親が政治家であり、その

中で育ってきたものが、政治の表、裏が分らない

ことは無いと思います。

　国会議員になる当初は希望に満ちていたと思い

ます。国政の悪いところは改革し、日本の国を平

和で豊かな国にしようと強い情熱で燃えていたこ

とでしょう。いや、そうだったと思いたいもので

す。せっかく総理大臣になれたのですから、自分

自身の思いを情熱もって国民に話し、それを実行

していく強い意志を示してもらいたかったもので

す。

　政治家の皆さんは、今の社会をどう見ているの

でしょうか。人を欺いて、自分だけの利益を考え

商売をする。青少年を健全に育成教育していくべ

き教育関係者が自分の利益しか考えない行動をと

る。社会の模範となり、人々をリードしていかな

ければならない人たちがあまりにも身勝手な行動

をとる。自由で好きなことができ、自分の失敗を

他人のセイにする。人生に、希望も目的も見出せ

ないまま大人になり、社会の厳しさ、競争原理に

挑戦する気力もなく、ただただ生きていくそのよ

うな人が増加していることは間違いないと思いま

す。どうしてこのような人たちが増えていくので

しょうか。われわれは、本気になって考えなけれ

ばならないと思います。

　昔に比べれば、今の世の中確かに物質的には、

豊かになったと思います。聞くところによると、

毎年の自殺者が3万3千人以上もあるようです。こ

れは交通事故で亡くなる人より多いのです。いろ

いろな事由があって自殺をするのでしょうが、余

りにも命を軽視しすぎると思います。自分も含め、

世の中大変な思いをしながら、それでも生きてく

人がたくさんいるのではないでしょうか。何が幸

せかは、人によって違いがあるでしょうが、人々

の努力、苦労が報われるような社会を早く作って

行きたいものです。

　

　それには、やはり情熱を持った政治家の皆さん

が、たくさん出て政治行政を改革し、真に国民が

幸せになれる社会を作ってことだと思います。そ

の政治家を選ぶのもわれわれの最大の社会に対す

る責任ではないでしょうか。

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 名古良輔

◆◆第 820 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

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.影山桓義様：沼津北RC

2.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

820 回 26名 18名 - 69.23%

818 回 26名 20名 2名 84.62%

●欠席者(8名)

  後藤　昭、西島邦彦、芹澤和子、杉山壽章、 

鈴木良則、土佐通孝、渡辺亀一、吉川直人

  

●他クラブへの出席者

　鈴木良則、芹澤和子（9/1　沼津柿田川RC）

●スマイル報告

1.影山桓義様（沼津北RC）：私、今期、沼津北RC

の社会奉仕委員長をつとめております。宜しく。

2.久松　但：最近、「本日のプログラム」を宮島

賢次さんに書いていただき、有難うございます。

3.井上武雄：バッジを忘れました。申し訳御座い

ません。

 　　以下方々はの所用にて早退されました。

4.鈴木博行

5.重光　純

6.佐野　稔

7.鈴木博行

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
　 9月23日（火）　祝日休会
②富士宮西ロータリークラブ
9月26日（金）　観月例会の為、於：栗倉妙心寺
10月03日（金）　特別休会
③富士宮ロータリークラブ
9月15日（月）　休日休会
9月29日（月）　観月例会　例会場(所）変更予定
10月13日（月）　休日休会

10月27日（月）　夜間例会　2クラブ合同例会

2.報告・連絡事項
①米山梅吉記念館秋季例祭の、青表紙を各テーブ
ルに置きますので、記入してください。
②「ロータリーの友」英語版の注文書が届いてい
ますので、ご希望の方は事務局までご連絡下さい。
③千本浜遊歩道の清掃は、10月26(日)です。
④沼津４クラブ合同コンペは、三島ゴルフクラブ
で10月12日(日)実施予定です。当クラブが幹事と
なっており、8名以上での参加を予定しています
ので参加をお願いします。

クラブフォーラム

　会員増強・維持委員会　委員長　栗原侑男君

　会員増強維持について　　幹事　久松但君

　栗原会員増強維持委員会委員長より、7月27日

の会員増強維持セミナーの報告が行われた後、

9・10月のテーブルごとに会員増強について意見

を出していただきました。多くの意見としては、

会員1人につき1名、あるいは2人で1名の推薦など

を行い、数人でのフォローアップが必要なことが

あげられました。また、入会を勧める際、楽しさ

や異業種の集まりであることをアピールし、職業

分類の見直しなども必要である意見が出されまし

た。さらに、推薦の仕方として個人名でなく会社

名という方法もあるのではないかという意見も出

されました。

　芹澤会員からは、新会員の推薦は、会員の責務

と特権であること、杉山会員からは、藤枝南RCの

過去の退会者から6名入会があったことなどが紹

介されました。いずれにしても、名前を挙げリス

ト作りを行うことが重要で、20周年の時には30名

を達成したい旨、委員長より意見が出されました。

　前回のDVDの鑑賞でも感じたことは、会員増強

は、会長・幹事ほか会員のやる気の問題だと感じ

ました。
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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　■■

外部卓話　小木曽誠（沼津北RC）

2008～2009年度

第 18 巻 10号

2008年09月11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 

　今日また、北海道で地震があったようです。9

月8日～9日　沼津市民生委員児童委員の研修会が

あり、静岡大学にて地震、防災についての講義を

受けました。8日の午前中は、静岡大学の里村教

授より地震のメカニズムについて、詳しくお話を

聞くことが出来ました。里村教授のお話では、プ

レートテクトニクス理論により、プレートの境界

で大地に歪が蓄積され、その歪が耐えられなくな

って元に戻るときに、大きな力が働きそれが地震

となって被害をもたらすものです。

  静岡県は、４つのプレートの境界の上にありま

す。従って境界型の大きな地震が起きやすいとこ

ろです。それに東海地震の震源域の周りでは、

100年から150年の周期で、ほぼ同じ場所で、ほぼ

同じ規模の大地震が繰り返し起こっています。し

かし、東海地震の震源区域では未だ150年位大地

震が発生しておらず、地震のエネルギーが蓄積し

ていると考えられています。そのために近い将来、

大地震の発生が予想されているのです。発生する

と、どれ位の規模の地震になるのでしょう。マグ

ニチュード8、軟弱な地盤、埋立地では震度6強～

7になり、地域によっては液状化の発生や津波の

襲来が予想されます。

　午後の講義は、富士常葉大学の重川教授の「大

規模災害と地域コミュニティ、と人の関わり」に

ついて、講義を受けました。重川教授は、2004年

10月23日新潟県中越で起きた大規模な地震につい

て調査をしており、特に高校生に震災時、震災後

についての作文を書かせています。作文を読むと、

地震が起きたとき、大方の高校生は冷静に行動し、

自分自身の命、家族の命を守ろうと行動している。

　また、震災直後の不安の中、近所の人たちが声

をかけてくれたのが非常に、心強く思ったとも書

いています。

　そして、大人たちがこれからの生活に不安を抱

いている中で、高校生たちは余り落ち込むことも

なく、未来に希望をもち、自分たちが出来ること

で協力し早く復興することを願いボランテア活動

を行っている。「今どきの高校生は」ということ

を良く聞きますが、大人以上の気持ちを持った高

校生がたくさんいるとを知り、心強く感じました。

私たちも青少年に暖かい心で接し、健全育成を考

えて行かなければならないと強く思いました。紙

面の関係で雑駁な文になりましたがお許しくださ

い。

9月のプログラム

822回

9月18日(木)

18:30点鐘　ブケ東海　クラブフォー

ラム　インターアクトについて

823回

9月25日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

外部卓話　渡辺妙子（三島RC）

10月のプログラム

824回

10月 2日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　会員卓話

名古良輔君　臨時総会・理事会

825回

10月 9日(木)

12:30点鐘　米山記念館　外部卓話 

ロータリー財団委員会 　移動例会　

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 名古良輔

◆◆第 821 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.小木曽誠様：沼津北RC

2.土屋忠夫様：沼津北RC

3.杉山栄一様：沼津北RC

●ビジター

1.影山桓義様：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

821 回 26名 21名 - 80.77%

819 回 26名 22名 1名 88.44%

●欠席者(6名)

西山幸三郎、大村保二、佐野　稔、重光　純、

吉川直人

●他クラブへの出席者

土佐通孝（9/8　沼津柿田川RC）

大村保二（9/9　沼津北RC）

●スマイル報告

1.杉山栄一様（沼津北RC）：お世話になります。

2.土屋忠男様（沼津北RC）：（卓話のお礼よりス

　マイルを頂きました。）

3.西島邦彦：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

4.久松　但：土屋様、杉山様、小木曽様ありがと

　うございます。

5.西島邦彦：所用につき、早退させていただきま

　す。

6.鈴木良則：先週、休みました。沼津柿田川RCに

　メーキャップしました。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川ロータリークラブ

　10月06日（月）　例会場変更　

　　　　　　　　　於：米山梅吉記念館

　10月13日（月）　休会（体育の日）

　10月27日（月）→26日（日）　早朝例会　於： 

　　　　　　　　　柿田川公園清掃

②吉原ロータリークラブ

　 9月18日（木）　観月会　於：大富士ゴルフ場 

　　　　　　　　　18:00　夜間例会

　10月16日（木）　特別休会

2.報告・連絡事項

①直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

　9月12日（金）をもちまして直前ガバナー事務

　所を閉鎖いたします。1年間のご協力いただき

　有難うございました。

②ガバナー事務所より

　ポリオ撲滅寄付金をお送りいただき誠にありが

　とうございました。日本事務局のほうへ送金い

　たしました。

理事会報告

1．協議事項

①10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。

②10月2日臨時総会の件

・インターアクトクラブについて決議する。

③千本浜清掃活動について

　クラブ管理運営委員長　井上武雄君

・奉仕プロジェクト委員会予算　10,000円

・クラブ管理運営委員会予算　30,000円

・メーキャップとする。

④外部卓話（10月9日、10月23日）の御礼の件

・10,000円とする。

以上①～④を一括承認

外部卓話

沼津中央高校インターアクトクラブについて

沼津北ロータリークラブ　

(土屋忠男・杉山栄一・小木曽誠) 

(1)活動の目的

　社会奉仕活動(ボランティア)と国際理解・交流
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を二本の柱として活動しています。

(2)設立年月日・組織及び沿革

　沼津北ロータリークラブをスポンサークラブと

して、1979年2月5日に設立され、今年、2008年2

月で設立29周年を迎えます。国際ロータリー2620

地区には静岡・山梨両県で20校のインターアクト

クラブがあり、毎年8月には1泊2日の「年次大会

」を開催し、お互いの交流を図っています。また、

毎年6月には「指導者講習会」が開かれ、講演会

やボランティア実践講座などを通じて交流してい

ます。

(3)活動内容

　創立以来、定期的に特別養護老人ホーム「あし

たかホーム」を訪問し、花の植え替え・清掃奉仕

・お年寄りとの話し相手などの活動を続けてきま

した。

　それらの活動が認められ、平成5年11月3日の「

老人福祉法30周年記念式典」で静岡県知事から「

県知事表彰」を受けました。また、沼津市障害者

スポーツ大会の運営手伝いや各施設での行事にお

けるボランティア、各種募金活動や学校花壇の整

備など、幅広い活動に取り組んでいます。

　インターアクトクラブの奉仕活動・福祉に対す

る長年の取り組みが、平成8年度からの「医療・

福祉コース」の設置につながり、以来全校をあげ

て福祉・ボランティアの活動に取り組んでいます。

インターアクトクラブの卒業生は、保育・看護・

福祉などの方面に進む生徒が多く見られます。

　平成14年度からは、月に1～2回、本校校舎を会

場にして、自閉症児との交流会「のびっこの会」

という交流会に取り組んでいます。20名程度の高

機能自閉症児の療育訓練の一環として、また保護

者の情報交換の場として、「静岡県自閉症児親の

会」と連携しながら活動を行っています。

　国際交流に関しては、1991年8月から、韓国公

州錦城女子高校との相互訪問による交流活動を行

っています。夏休みを利用し、それぞれの国でお

互いにホームスティなどをしながら、異文化を肌

で感じ、貴重な体験を積むことができています。

2007年までに13回の相互訪問を実施してきました。

(4)過去における表彰

(1)昭和58年9月15日

静岡県老人福祉施設協議会会長より感謝状

(2)平成5年4月6日

社団法人沼津青年会議所理事長より感謝状

(3)平成5年11月22日

静岡県知事より表彰(老人福祉法30周年記念式典)

(4)平成8年10月17日

社会福祉法人春風会理事長より感謝状

(5)平成8年11月8日

静岡県私学協会会長より善行賞(表彰)

(6)平成15年2月21日

アフガニスタン救援活動に対する感謝状

(日本ユニセフ協会)

編集後記

  昨日米国の大手証券会社リーマン・ブラザーズ

が破綻しました。証券化ビジネスの行き詰まりで

す。金融工学を駆使した新時代のビジネス・モデ

ルも、守るべきルールを逸脱すれば絵に描いた餅

になる、という典型です。影響が最小限で済めば

よいのですが。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（文責　名古良輔）

井上（ ③ ） 宮島（ ③ ） 宮口（ ２ ）

名古（ ２ ）

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

後藤（ ③ ) 久松（ ③ ) 栗原(　③　) 本村( ２ )

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

芹澤和( ③  ) 重光( ③ ) 杉山了( ③ ) 杉山真( ③ ) 杉山壽( ２ ) 鈴木博( ③ ) 鈴木泰( ③ )

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

例会出席％　　80.77% 地区報告％　　85.90%

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　■■

クラブフォーラム・インターアクトについて

2008～2009年度

第 18 巻 11号

2008年09月18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 

　皆さんは、仮想水（バーチャル・ウオーター）

という言葉を聴いたことがありますか。仮想水と

は、海外から輸入した農産物や工業製品を、もし

国内だけで生産したと仮定したときに必要になる

水の量です。ロンドン大学のアンソニー・アラン

教授が提唱しました。農作物の仮想水は輸出入に

よる世界の水資源への影響を示す指標として使わ

れています。

　日本の食糧自給率は39％と、先進国の中では最

低の水準です。特に輸入の依存度の高い小麦、大

豆などの穀物は水の消費量が多い。東京大学と国

立環境研究所の研究チームは、輸入した農産物を

国内だけで生産すると仮定したところ、2000年度

は年間627億トンの仮想水が必要と試算しました。

国内で1年間に使える灌漑用水などの572億トンを

上回ります。実際に日本が輸入した農作物を生産

するために、輸出国で消費された水の量は2000年

度で約427億トン。日本は食糧の輸入で200億トン

の水を節約した計算になります。特に最大の輸出

国である米国からの輸入だけで99億トンの水の消

費量を減らしました。米国では大規模な農園で効

率よくトウモロコシなどの農作物を収穫したり、

広大な放牧地で牛を育てたりするので、日本より

も少ない水で効率よく生産できる。牛一頭育てる

のに日本では6540トンの水が必要だが、米国では

3700トンで済むのです。

　また、日本向け農作物の生産に使った水の出所

も、環境に大きな影響を与える地下水が多く含ま

れています。世界各国では農作物の生産に利用し

た水のうち、地下水の占める割合は平均で3.7～

6.2％ですが、日本向けは7％利用しています。米

国では地下水が急激に減少、穀物地帯の中西部で

農業用地下水に利用するオガララ帯水層では、

1930年代と比べて2000年では最大で45メートル、

平均4メートルも水位が低下しました。これらを

基に試算すると、米国では日本向け農作物のため

に年間15億トンもの地下水が失われているといい

ます。

　日本では水は豊富にあり、水資源は問題ないと

思われていますが、食料輸入を通じて日本は世界

の水問題に密接に関わっています。現在、水不足

に苦しむ人々は中東、アフリカを中心に世界で5

億人います。灌漑が整っていないなど水がうまく

利用できない地域を含めると世界人口の67％に上

る。地球温暖化などの影響で安定した水資源の確

保は世界の大きな課題です。

　国際ロータリーも水資源の確保のために何年も

前から活動していますが、世界人類のために大き

く貢献しているものと思われます。水を出来るだ

け効率よく使える国や地域で、農作物を生産して

各国に供給すれば、限られた水の有効利用につな

がります。食料を生産するのに大量の水を使うこ

とを知れば、食事を作りすぎたり残したりしない

ことへの意識が高まると期待されます。

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 名古良輔

◆◆第 822 例会　会長挨拶◆◆

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に
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10月のプログラム

824回

10月 2日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　会員卓話

名古良輔君　臨時総会・理事会

825回

10月 9日(木)

12:30点鐘　米山記念館　外部卓話 

ロータリー財団委員会 　移動例会　

826回

10月16日(木)

18:30点鐘　ブケ東海　イニシーエシ

ョンスピーチ　杉山真一君・重光純君

827回

10月23日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話

奉仕プロジェクト委員会

出席委員会報告

●ビジター

1.山本　章様：せせらぎ三島RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

822 回 26名 18名 - 69.23%

820 回 26名 18名 4名 84.62%

●欠席者(8名)

宮口雅仁、本村文一、西島邦彦、大村保二

佐野　稔、鈴木良則、土佐通孝、吉川直人

●他クラブへの出席者

鈴木泰次、久松　但（9/13　会長、幹事会）

渡辺亀一（9/16　沼津北RC）

●スマイル報告

1.久松　但：クラブフォーラムで、活発な意見を

　　　　　　お願いします。

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

　9月23日（火）　祝日休会

　9月30日（火）→24日（水）2RC合同例会ガバナ

　　　ー公式訪問の為　於：ホテルグランド富士 

　　　12:30より

②沼津ロータリークラブ

　9月26日（金）→22日（月）ガバナー公式訪問

　　　の為沼津柿田川RCと合同例会

　10月17日（金）　裁量休会　

 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

　・2008年ー09年度国際ロータリー第2620地区

　　ガバナーエレクト　飯田祥雄

　・開設日　2008年10月01日（水）

　・所在地　〒400-0047　甲府市徳市2-2-38

  　 TEL 055-225-2620   FAX 055-225-2621

　・E-mail 09-10g.iida@ri2620.gr.jp

　・執務時間　10:00～16:00

②10月9日（木）の米山梅吉記念館、移動例会の

　青表紙を各テーブルに置きますので、御記入下

　さい。

クラブフォーラム

　インターアクトクラブについて

　幹事　久松但君

　インターアクトクラブ設立については、渡辺年

度に加藤学園からの申出があり、すでに一年以上

経過しているため、早急に結論を出す必要がある

と思われます。このため、10月2日に臨時総会を

開いて結論を出す予定でいます。クラブフォーラ

ムのなかで、インターアクトクラブ設立について

は、以下の問題点が指摘されています。

①費用についてどのようにするか。

②担当者などの人員配置をどのようにするか。

①については、設立時の予算はどうにかなるもの

の、次年度以降は、学校側に予算額を提示して、

その範囲内で行えば可能ではないかとの意見があ

りました。

②については、3人～4人程度の会員を確保するこ

と、学校の例会にどの程度出席できるかが問題と

なるようです。

　意見の中には、無条件に設立を受けるのではな

く、クラブ側の条件に見合う範囲での受け方もあ

り、場合によっては辞退することもあっても良い

のではないかとの意見もありました。また、加藤

学園側の責任者に沼津西RCの会員になってもらえ

れば、円滑な運営ができる可能性が高く、交渉し

てみる必要もあるのではないかとの意見もありま

した。

　いずれにしても、早く結論を出して学校側との

交渉を進める必要があるように思いました。
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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　■■

外部卓話　　渡邉妙子様（三島RC）

2008～2009年度

第 18 巻 12号

2008年09月25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 

　北京オリンピックそして障害者のスポーツの祭

典であるパラリンッピクが開かれました。皆さん

も障害者の人たちの日ごろの並々ならぬ努力によ

り素晴らしい競技をご覧になり大変感動したもの

と思います。私も胸が熱くなりました。また自分

の不甲斐なさを強く感じました。

  このオリンピック、パラリンピックでも開会式

に見事なパフォーマンスを見せてくれた、『中国

障害者芸術団』をご存知の方も多いいと思います。

私も今月22日東京厚生年金会館で行われた公演を

家内と一緒に見て来ました。『中国障害者芸中術

団』は1987年に、中国全土約六千万人の障害者の

中から選ばれたアーティストたち、総勢60名で構

成されています。中国の誇る文化と芸術性の高い

公演は、中国国内だけに留まらず。友愛と調和を

伝える、『美の親善の使者』としてヨーロッパ、

アメリカを始め、世界各地を訪れ、夢と感動そし

て希望を与え続けています。日本にも2005年の愛

知地球博に参加公演しその後何度か来日しており

ます。公演をご覧になった方も多いいと思います

が、特に『千手観音』の演技は最高の素晴らしさ

を感じました。

　これは、音を聞くことの出来ない聴覚障害者の

皆さんが毎日毎日重ねた訓練が世界中の人々に最

高の野感動を与えることでした。21人の男女が音

楽リズムに合わせ、一糸乱れぬ演舞を見せてくれ

るものです。もちろん舞台の両サイドに指揮者が

います。指揮者を見て演舞をするだけならば、21

人の人間があれだけ見事に統一された演舞が出来

るわけがありません。なぜこれほど美しく見事に

舞うことが出来るのか。呼吸、流れる空気、吹き

かけられる息で前の人に手を動かすことを伝え、

太鼓の音ではなく振動を感じて踊る。まさに耳以

外の感覚が研ぎ澄まされているものだと思います。

他にも沢山の楽器演奏、歌、演舞等、心に感動を

与えてくれるものばかりでした。　

　皆さんに伝えたい言葉があります。

「誰の人生にも足りないものは必ずあります。で

も、努力と楽しむ心を持って、人生の足りない部

分に立ち向かう事、それが大切だと思います」。 

　「私たちが、健常者以上に夢を持ち、強く生き

る力、そして美しい芸術性を舞台の上で披露する

こと」これが、私たちの願です。

　彼らは、自分の夢を実現しているのです。私も

夢を実現するために前向きに楽しく頑張りたいと

思います。

10月のプログラム

825回

10月 9日(木)

12:30点鐘　米山記念館　外部卓話 

ロータリー財団委員会 　移動例会　

826回

10月16日(木)

18:30点鐘　ブケ東海　イニシエーシ

ョンスピーチ　杉山真一君・重光純君

827回

10月23日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話

奉仕プロジェクト委員会

828回

10月30日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

クラブフォーラム

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 名古良輔

◆◆第 823 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.沼津市教育委員会委員長

　渡邉妙子様（三島RC）

●ビジター

1.若林庸道様：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

823 回 26名 24名 - 92.31%

821 回 26名 21名 1名 84.62%

●欠席者(2名)

土佐通孝、吉川直人

●他クラブへの出席者

鈴木泰次、鈴木良則、井上武雄、後藤　昭

芹澤貞治、佐野　稔（9/21　米山梅吉記念館）

土佐通孝（9/24　富士RC）

●スマイル報告

1.久松　但：渡邉様、本日は、よろしく、お願い

します。

2.重光　純：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

います。

3.鈴木良則：佐野美術館、渡邉館長、本日は、ご

苦労です。よろしく、お願いします。

==以下の方は所用につき、早退しました==

4.重光　純　5.西島邦彦　6.本村文一

7.鈴木博行　8.芹澤和子

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

　10月28日（火）観月会　於：日本平ホテル　

  18:00　メーキャップ、於：中島屋八幡ガーデ

  ンズ2F　11:30～12:30

②長泉ロータリークラブ

　10月22日（水）→19日（日）

  移動例会(日帰りバス旅行）

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、10月1日より$1＝￥106と 

  なります。（現在108円）

外部卓話

　沼津市教育委員会委員長　

渡邉妙子様（三島RC）

 沼津市の教育委員に平成8年9月就任して以来、

現在で3期12年になります。ロータリークラブで

は、9月が新世代月間ということで、本日は教育

基本法、教育3法の改正と沼津市の教育について、

お話しをさせていただきます。

　教育基本法は、昭和22年に制定されて以来、平

成18年12月に約60年ぶりに改正されました。前文

では、「公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造

性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を

継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進す

る。」という言葉が加わりました。また、教育の

目標として、「幅広い知識と教養を身に付け、真

理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培

うとともに、健やかな身体を養うこと。」がまず

謳われ、これに、男女平等、公共の精神、自然を

大切さを養うとともに、伝統と文化を尊重し、郷

土愛と国際社会の平和と発展に寄与する態度を養

うことが強調されました。また、生涯学習の理念

や家庭教育の大切さ、学校と家庭・地域住民との

連携協力なども新たに加わりました。

　

　教育3法では、学校教育に幼稚園を加え、副校

長の設置や学校評価などが加わりました。特に、

教員については免許更新制の導入がなされ、教員

免許は10年の有効期間が定められました。沼津市

においては、学習指導要領の改正を控え、「沼津

市教育基本構想」がまもなく公表されます。すで

に、原案が７月に沼津市のホームページで公表さ

れるとともに、8月にはパブリックコメントを募

集し、現在修正しているところです。

　さて、教育支出に関し興味深いデータがありま

す。それは、OECD主要国の中で、教育費にかける

支出が日本は最も少ないことです。特に、就学前

から初等中等教育、高等教育に至るまで、いずれ

の段階でもGDPに対する支出割合が少ないのです。

　子供達は国の宝です。教育にお金を掛けること

だけが良いこととは限りませんが、教育行政が良

い方向に向かうことを祈念して私の話を終わらせ

ていただきます。




