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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　■■

新　年　会

2008～2009年度

第 18巻 25号

2009年1月8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 

　明けましておめでとうございます。旧年中は皆様

方には大変お世話になりました。本年も宜しくお願

いいたします。

　昨年は、経済、社会、政治の面において大変な年

となりました。本年この難題を引き継いで、より深

刻な状況になるよう思われます。

　経済においては世界各国が最大の関心を持ち、出

来る限りの対応をしているように見えます。しかし、

製造業の落ち込みが激しく今年前半に最大の危機が

来るように言われています。

　日本においても、大企業を始めとして多くの企業

が近年に無い落ち込みとなっています。それに伴い

リストラが進み多くの労働者が失業する事態となり

つつあります。

　また、今年は労働者派遣法よる派遣切れによる失

業者の増大が懸念されています。これは派遣法の3

年間の期限切れによるもので、受け入れ企業は派遣

労働者を切るか、社員として雇うか、請け負い契約

をするか、いずれか決断しなければなりません。し

かし、これも色々な方法を考えてうまく乗り切ろう

としている企業もあるようです。最悪の状況になる

と大きな社会問題になると思われます。

　政治の面においては、去年に続き与野党の対決が

強くなり、選挙がらみの政局になるでしょう。場合

によっては解散総選挙になる可能性があるでしょう。

いずれにしても、今年は衆議院議員の任期満了によ

る選挙の年になります。大きく言えばこれからの日

本の将来が決まる年になると思います。

　昔から言われるように政治・経済・社会の三つは

切り離すことのできないものです。特に今年は政治

の対応次第で大きく社会も経済も変化していくもの

と思われます。

　衆議院議員選挙は心して投票しなければならない

重大な選挙になります。しかし、今の政治状況を見

ると大変心もとないように思えてなりません。真の

政治家の皆さんに出ていただき日本の将来に展望が

開けるように、是非してもらいたいものです。

　経済においては100年に1度といわれる大変な状況

ですが、日本だけの問題ではなく、それだけに深刻

さも増しています。世界各国も最大の努力をしてい

ると思われます。日本も各経営者の努力はもちろん

ですが、政治、行政も国民も持てる力全てを発揮し

て取り組めば展望も開けてくるものと思われます。

　従って、政治・経済が正しく機能し発展すれば、

自ずから社会も安定し住みやすい、暮らしやすい国

になると思います。

　甚だ簡単に話をしてきましたが、本当に大変な1

年になると思います。我々ロータリアンも少しでも

社会のためになるよう努力をしていかなければなら

ないと思います。

　最後になりましたが、皆様方のご健勝とご発展を

心よりお祈り申し上げます。

●ビジター

　（1月8日に、ブケ東海にて記帳された方。）

1.渡邉妙子様: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 宮島賢次

◆◆第 836　例会　会長挨拶◆◆
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1月のプログラム

837回

01月15日(木)

18:30　ブケ東海　イニシーエション

スピーチ　尾島康夫君

838回

01月22日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会

上半期活動報告

839回

01月29日(木)

12:30　ブケ東海　年男の抱負

丑年会員　夜間例会

22月のプログラム月のプログラム

840回

02月05日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

栗原侑男君

841回

02月12日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

井上武雄　理事会

842回

02月19日(木)

18:30　ブケ東海　2クラブ合同例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

843回

02月26日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話　

元テレビ朝日 ハノイ支局長 北村元様

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

836回 25名 20名 - 80.00%

834回 25名 23名 - 92.00%

●欠席者(5名)

後藤　昭、宮口雅仁、大村保二、杉山　了、

鈴木良則

●スマイル報告

1.鈴木泰次：本年も、よろしく、お願い致します。

2.久松　但：新年あけまして、おめでとうございま

　す。本年も、よろしくお願いします。

3.栗原侑男：あけまして、おめでとうございます。

　今年も、よろしく、御願いいたします。

4.名古良輔：新年おめでとうございます。みなさま

　にとって、今年も、良い年でありますように。

5.井上武雄：新年、おめでとうございます。本年も、

　よろしくお願いします。

6.芹澤貞治：本年も、宜しくお願いします。

7.栗原侑男：残念ですが、早退致します。

8.佐野　稔：すいません。バッジ忘れました。新年

　会、来客の為、欠席させていただきます。

9.本村文一：今年も、宜しくお願いします。遅刻し

　て、すみません。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①御殿場ロータリークラブ

　1月22日（木）→25日（日）IMに振替　

②沼津北ロータリークラブ

　1月27日（火）　例会場、時間変更　夜間例会

　　　　　　　　　　　　　　　　　（新年会）

③富士宮ロータリークラブ

　1月12日（月）　祝日休会

2.連絡事項

①上期報告を、1月15日までに、幹事または、事務

　局にご提出ください。

②プラザティンクルの後藤恵美子様よりクリスマス

　会のお礼状が届いております。

新　年　会

開会の挨拶はやっぱりこの人鈴木博行君

　　乾杯の音頭は

　　　土佐通孝君

　　すっかり西クラブに定着した

　　　　　　　　　伊豆長岡の芸者衆
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　　最初はお行儀良く着座し歓談に花が咲く

　　暫くすると芸者衆を独り締めの様に戯れる

　　　遊び上手の○○君と□□君と△△君

　　手に手つないでの中に芸者衆も薄れる

　西クラブのマドンナ芹澤和子君の後姿

　閉会の挨拶は

熱唱している様

　　渡辺亀一君

二次会で歌うシャネルズの杉山真一君

　今年も皆さんの笑顔を拝見し一年のスタートを

切ることが出来ました。この勢いで景気後退を吹

飛ばしましょう。

理事会報告

1．協議事項

①2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。

②2月外部卓話謝礼について

　1万円とする。

以上①～⑥を一括承認

井上（ ③ ） 栗原（ ③ ） 宮島（ ③ ） 宮口（ ２ ） 本村（ ２ ）

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

芹澤和（ ③ ） 重光（ ２ ） 杉山了（ ③ ）

土佐（ ２ ） 植松（ ③ ） 渡辺（ ２ ）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

後藤（ ２ ) 久松（③)＋２

杉山真( ③ ) 杉山壽( ③ ) 鈴木博(③)+1 鈴木泰(③)+１

鈴木良( ２ )

例会出席％　84.00　% 地区報告％　84.00　　%

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　■■

イニシエーションスピーチ　尾島康夫君

2008～2009年度

第 18巻 26号

2009年1月15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 

　このところ経済･社会が混迷を深めていますが、

世界的に見れば日本は恵まれています。世界では満

足に水も飲めない、食べ物もない人々が何億人もい

ます。その中で多くの子どもたちが犠牲になってい

ます。

　「なぜ、モノが豊かな日本で、こんなに多くの子

が孤独を感じているのでしょうか」これは07年にユ

ニセフ（国連児童基金）が経済開発機構加盟国を対

象に実施した子どもの「幸福度」に関する調査結果

を見て「日蘭共同教育改革シンポジュウム」でオラ

ンダ在住の教育研究家、リヒテルズ直子さんが参加

者に問いかけた言葉です。

　「自分は孤独だと感じるか」という質問（15歳対

象）に「はい」と答えた割合は、日本が29.8％で、

回答のあった24ヶ国の中トップで、3人に1人が感じ

ていることになります。次いで多かったアイスラン

ドでも10.3％。一方オランダは2.9％最低でした。

　この調査では「自己肯定感」にも大きな違いが出

ています。「自分は不器用だと思う」との問いに日

本が18.1％で最も高かったのに対し、オランダは

6.9％でした。40項目の調査結果からオランダが「

幸福度」で総合1位を獲得しました。

　なぜこんな差が出るのか「一因として学校教育の

違いがあると思う」オランダ人の夫との間に二人の

子どもを持つリヒテルズさんは、96年からオランダ

で暮らし、子どもたちの学校生活を通して教育現場

を見つめてきた。まずオランダで重視しているのは

自立学習と共同学習を柱にした「個別教育」。小学

校の教室では、5人程度のグループに分かれそれぞ

れが違う課題をこなしている光景がよく見られると

いう。統一の教科書ではなく習熟度に応じて先生が

適切な教科書を与える。「各自のサイズに合わせた

教育」とリヒテルズさんは言う。

　かつては、オランダも日本のように一人の先生が

同じ内容を全員に講義する形の授業が主流でしたが、

不登校や学力格差などが問題化した60～70年代にか

け方針転換しました。その後多様な教育方法に基づ

く学校が次々に誕生し、受け入れられています。

　日本ではここ数年、国際的な学習到達度調査の結

果に端を発した教育改革が盛んに論じられています。

リヒテルズさんは「学力に偏重改革ではなく、人間

としての総合的な発達を目指してほしい」といって

います。

　また「オランダの教育が最善だとは思いませんが、

幸福度調査の結果は少なくとも一人一人の子どもに

耳を傾ける大切さを示していると思う」と締めくく

っています。　

　わが国では大分以前から各人の個性を大事にしよ

うとの声は大きく聞こえますが、実態はその逆を行

っていると思います。他人と比べるのではなく個人

の能力を如何に活かして行くかが大事だと思います。

1月のプログラム

838回

01月22日(木)

12:30　ブケ東海　クラブ協議会

上半期活動報告

839回

01月29日(木)

12:30　ブケ東海　年男の抱負　

丑年会員

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 837 例会　会長挨拶◆◆
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22月のプログラム月のプログラム

840回

02月05日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

栗原侑男君

841回

02月12日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

井上武雄　理事会

842回

02月19日(木)

18:30　ブケ東海　2クラブ合同例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

843回

02月26日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話　

元テレビ朝日 ハノイ支局長 北村元様

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

837回 25名 17名 - 68.00%

835回 25名 18名 - 72.00%

●欠席者(8名)

後藤　昭、宮口雅仁、本村文一、名古良輔、

大村保二、佐野　稔、杉山壽章、鈴木良則

●他クラブへの出席者

1.杉山　了（1/9　せせらぎ三島RC）

●スマイル報告

1.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.植松　正：誕生日のお祝いありがとうございます。

　　　　　：結婚記念日のお祝いありがとうござい

　　　　　　ます。

3.杉山　了：結婚記念日のお祝いありがとうござい

　　　　　　ます。

4.栗原侑男：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　　　　　　ます。

5.久松　但：上期は、7月に1回休みましたが、下期

　　　　　　は、休まず出席しようと思います。

6.西島邦彦：本年も、宜しく、お願いします。

7.井上武雄：私用につき、早退します。

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　

　2月02日（月）12:30点鐘 

　　　清水町卸団地会館2階にて　例会場変更

　2月16日（月）→19日（木）

　　　沼津西RCとの合同例会のため　

　　　例会日・例会場・例会時間変更（詳細未定）

②富士ロータリークラブ

　2月11日（水）祝日休会　

イニシエーションスピーチ

　今年度新入会員

　　尾島康夫君

エヌ・イーケムキャットの尾島です。

私のイニシエーションスピーチの実

施にあたり何回も予定を変更する事

になり、久松様には、都度調整頂き、誠にありがと

うございました。

　まず、私共のエヌ・イーケムキャットの説明をさ

せて頂きます。設立は、1964年4月に住友金属鉱山

㈱と米国のエンゲルハルド社との合弁で日本エンゲ

ルハルド㈱としてスタートしました。1970年12月に

沼津工場を建設し操業を始めました。1989年に社名

をエヌ・イーケムキャットとしました。エヌは、日

本エンゲルハルドの略です。ケムキャットは、

Chemical Catalystからきた言葉です。2006年には

エンゲルハルド社が独の化学会社BASFに買収された

ので、現在、住友金属鉱山とBASF社が当社の大株主

です。

　当社の事業は、自動車触媒、表面処理薬品及び化

学触媒の3つの事業から構成されています。自動車

産業の発展と共に会社の業績も右肩上がりで成長し

て来ています。

　しかし、昨今の自動車産業の不振の影響を受け、

現在当社は非常に厳しい状況に陥っています。何と

かこの状況から脱すべく取り組んでいるところです。

　会社の話はこれぐらいで、私の生まれは福岡県北

九州市、S28年4月5日生まれ今年の4月で56歳になり

ます。大学卒業後、住友金属鉱山（株）に入社し、

愛媛県新居浜に配属となりました。妻、一男一女の

4人家族で、息子と娘は昨年結婚式を挙げました。6

年前に新居浜に家を構えました。

　3年前にケムキャットに転勤となり、沼津には昨

年7月より単身赴任中です。単身赴任は2回目で1回

目は1995～1997にニューヨークのマンハッタンに2

年間単身赴任しました。ニューヨーク在住中は、ほ

ぼ毎週地下鉄に乗ってゴルフ場に行っていました。

ゴルフはこの時に上達したと思います。今回の沼津

の単身赴任は前回より長くなるものと思います。

　沼津西ロータリークラブの皆様今後ともお付き合

いの程、宜しくお願いいたします。
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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　■■

クラブ協議会　上期活動報告

2008～2009年度

第 18巻 27号

2009年1月22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 

　現在の社会いろいろな危機に直面していますが、

個々が努力をすれば乗り切れる危機も多くあります。

しかし、生物全体では個々の努力だけでは乗り切れ

ない危機が多くあります。

　自然生態系の存続を目指す生物多様性条約をご存

知でしょうか。17年前の地球サミットを機に誕生し

ました。

　地球上には分類命名された生物がおよそ200万種

います。まだ分類されていない生物はその100倍近

くいると言われています。この膨大な多様性が環境

の激変に対応して、我々人類の生存基盤を支えてく

れました。

　生物多様性条約は、個別の種を保護するワシント

ン条約とは違って、生物の多様性を遺伝子、種、生

態系それぞれのレベルで総合的に保全するものです。

人間の生活に直接かかわりのない草も虫も、生態系

を構成する多様性の一部として、価値を認めて保全

の対象とするものです。

　また、多様な生物を持続可能な形で賢く利用する

ことも、条約の目的として明記されています。生物

多様性条約は、単なる動植物の保護

条約ではなく、自然を対象にした人間の経済活動に、

新しいルールを持ち込む野心的な条約といえます。

　これまで無造作に自然をむさぼってきた人類に対

し、持続可能な利用と公正、均衡、利益の分配とい

う強い者だけが利益を得る論理ではない問題を突き

つけました。そこが米国がこの条約を批准してない

理由でもあります。

　多様性を保持した豊かな森や平原や海洋は炭酸ガ

スを溜め込み、気候を安定させる役目を果たしてい

ます。安定した気候はその地域に適応した多様な生

物を育み、生態系を安定させています。

　この総合補完の関係を維持するためには、ただた

だ自然をむさぼってきた我々の文明の在り方を自ら

変えていかなければなりません。温暖化防止や多様

性の保全が産業や生活にとって重荷であるとすれば、

この二つの命題は永久に解決できないことになりま

す。環境への投資や技術の集中が、新しい意味での

経済成長に結びつくという哲学的な理解が決定的に

重要です。

　人間社会に於いても、画一的な人間だけではいろ

いろな危機に対応できないと思います。多様な人々

が居て初めて重大な危機に対応し乗り越えることが

できるものと思います。お互いの違いを認め共に生

き、生かされている自覚が必要だと思います。

1月のプログラム

839回

01月29日(木)

12:30　ブケ東海　年男の抱負　

丑年会員

22月のプログラム月のプログラム

840回

02月05日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

栗原侑男君

841回

02月12日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

井上武雄君　理事会

842回

02月19日(木)

18:30　ブケ東海　2クラブ合同例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

843回

02月26日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話　

元テレビ朝日 ハノイ支局長 北村元様

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 838 例会　会長挨拶◆◆
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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

838回 25名 22名 - 88.00%

836回 25名 20名 1名 84.00%

●欠席者(3名)

後藤　昭、尾島康夫、西山幸三郎

●スマイル報告

1.内田文喬様（沼津北RC）：今年もよろしくお願い 

　します。

2.鈴木良則：遅ればせながら、今年もよろしくお願

　いします。

3.久松　但：委員会、上期報告、ごくろうさまです。

4.重光　純：バッジを忘れました。

5.本村文一：所用につき、早退させていただきます。

6.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新富士ロータリークラブ

　2月03日（火）　特別休会

2.連絡事項

①ガバナー事務所より、囲碁大会の案内が届いてお

　ります。

クラブ協議会

報告　久松　但 幹事 

　上期の活動報告につ

いて、クラブ協議会を

実施しました。最初に

各委員長から活動報告

をしていただきました。

　クラブ広報委員会からは、会報の作成に新たに芹

澤和子君、重光純君が参加してくれたことの報告が

ありました。

　また、会員増強維持委員会からは、鈴木泰次君、

大村保二君より推薦があり、面談した旨の報告があ

りました。

　奉仕プロジェクト委員会には、名古良輔君よりベ

トナムへの文房具の寄付報告が追加されました。

　各委員長の報告の後、上期の会計報告が佐野稔君

よりありました。

　概ね予算額の半分が消化されていること、費目に

よっては上期に集中して支払いが出ている旨話があ

りました。

　スマイル収入は順調なものの、ビジターの減少か

らビジターフィーの収入が予算を大きく下回ってい

るのが気になるところです。

　ロータリー財団への支払いは、当初対ドルの円レ

ートを110円で設定していたものの、最近の円高を

考慮し円高の状況を見て支払う予定であることが、

幹事より報告されました。

　会長からは、下期についてはインターアクトクラ

ブに対する支出の予定もありますが、引き続き活発

な活動をお願いしますとの意見が出されました。

臨時理事会報告

1.協議事項

①後藤昭君休会届けの件

　1/22より3/19までの期間、休会を承認する

②合同例会（2/19）の件

・開催日時等　2月19日(木)　18:30点鐘

　　　　　　　　19:00懇親会　ブケ東海

【予  算】

収入：会費（沼津西RC25名）×6,000円=150,000円 

　　　会費（柿田川RC22名）×8,000円=176,000円 

　　　食事代より 25名　　 ×2,000円= 50,000円

　　　合計                        376,000円

支出：飲食代 　　大人 48名×6,000円=288,000円 

　　　アトラクション（芸者）代　　 = 88,000円

　　　合計　　　　　　　　　　　　　376,000円

　

以上の予算案承認する。
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■■　本日のプログラム　■■

年男の抱負　丑年会員
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目指そう、増強と四つのテスト
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夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に

  

　　　　　　　　　　　　　　　鈴木泰次会長 

　先日放送されたNHKスペシャル「女と男～最新科

学が読み解く～」は、男女の本質的な違いと問題点

を、最新の研究成果を交え紹介していました。

　見た方もいると思いますが、3回に分けて放送し

ました。私はその第3回の「男が消える？人類も消

える？」を見ました。正直大変な衝撃を受けました。

　結論はこのまま行けば「男は5百万年以内に滅ぶ

確率が高い」ということです。なぜそのようなこと

が起こるのか。それは男だけが持つY染色体の劣化

によって起こる。

　染色体は通常23対46本ありますが、このうち2本

が性染色体でXとYがあります。XXが女性、XYが男性

となります。X染色体は対になっており受精時に相

手の1本と交わります。しかしY染色体は相手と交わ

ることがありません。そのため男を決めるY染色体

はそのまま引き継がれ遺伝子のコピーミス、突然変

異等により劣化が激しくなり終いには消滅する運命

にあります。

　もう一つ重大問題があります。それは男の遺伝子

を運ぶ精子に問題があります。人間の精子の数が極

端に少なくなってきているのです。フィンランドの

調査では5年の間に27％も減少している。その上に

80％の精子が異常をきたしているのです。この結果

は日本でも同じような数値です。その確かな原因は

まだ分からないようですが、ただ考えられることは、

人類は長い間結婚という一人の人間を愛す「一夫一

妻制」を続け男（精子）の生殖上の争いがなかった

ため弱い精子が段々多くなってきていることが考え

られるようです。このことだけを考えても、正常な

受精が困難になりつつあるのが分かります。

　米国では、人工授精が子づくりの一つの選択肢に

なっています。独身女性が精子バンクから「優れた

男性」の精子を購入し子どもをつくるのです。

　写真やデーターを参考に顔立ち、髪の色、体格、

等を参考にして精子を選ぶのです。しかし期待通り

の子どもができるかどうかは分かりません。これが

米国ではビジネスとして成長しているのです。

　　しかし、カトリックの総本山であるバチカンは

これを許してはいません。生命や性の摂理を操作す

る技術を手にした人類は、人間として生きのびるた

めに難しい問題を次々に乗り越えていかなければな

りません。

　大雑把に述べてきましたが、遠い将来のことでは

なく今生きている我々が人類だけではなく他の生物

の未来も深く考えながら行動していかなければなら

ないと強く思いました。それにしても、男は消滅し

ていくのでしょうか。（これは遠い先の話）

2 2 月のプログラム月のプログラム

840回

02月05日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

栗原侑男君

841回

02月12日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

井上武雄君　理事会

842回

02月19日(木)

18:30　ブケ東海　2クラブ合同例会 

クラブ管理運営委員会　夜間例会

843回

02月26日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話　

元テレビ朝日 ハノイ支局長 北村元様

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 839 例会　会長挨拶◆◆
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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

839回 25名 20名 - 80.00%

837回 25名 17名 - 68.00%

●欠席者(5名)

後藤　昭、西島邦彦、尾島康夫、西山幸三郎、

佐野　稔

●スマイル報告

1.鈴木良則：次年度、米山梅吉記念館地区委員を仰せ

　つかりました。皆様のご理解とご協力をお願いしま

　す。

2.久松　但：年男の抱負時間が、短いと思いますが、

　よろしく、お願いします。

3.芹澤和子：所用につき、早退させていただきます。

4.鈴木博行：所用につき、早退させていただきます。

5.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

　2月17日（火）→18日（水）

　　　　　　「旧静岡市内7クラブ合同例会」

　2月24日（火）夜間例会　

　　　　　　於：中島屋八幡ガーデンズ　18:00より

②長泉ロータリークラブ

　2月11日（水）休日休会

　2月25日（水）合同例会（東京　志木RC）

2.報告・連絡事項

①ガバナーエレクト飯田祥雄さまから、米国サンディ 

　エゴより、エアメールが届いております。

年男の抱負

　重光　純君

　私は、これまで1年の抱負を考えること

などしたことがなく、今年の抱負も特に

考えておりません。

　ただ、今年中に妻も沼津に転居してく

る予定ですので、それを機会にさらに沼津に馴染んで

いきたいと思っています。

　また、次回の年男まで大きな病気をしないように、

今のうちから健康に十分注意していきたいと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

　

　本村文一君

　今年、48歳になります。年男は4回目に

なります。といっても意識したことは、

一度もなく、ロータリークラブに入り、

他の会員の年男の抱負を聞いてからです。

　私は性格からなのか、別段新年になったからといっ

て何かを決意したりすることはありませんが、過去の

年男の年に起こった出来事を思い出してみました。

　12歳時は何も覚えていません。24歳時に妻と会いま

した。36歳時に次男が生まれました。今年は何がある

かと楽しみにしています。

　しかし、今年は健康のありがたみをひしひしと感じ

ました。今年は、健康に留意し家族を大切にする1年

にしたいと思っています。

　宮口雅仁君

　来月2月1日で48歳丑年の年男です。

　今年は何の商売も同じと思いますが不

動産の市場が完全に冷えてしまったと言

われています。私の商売はいつも先の見

えない毎年不安ばかりの仕事ですが、今まで景気が悪

いと言われつつも何とか人並み以上の生活収入が得ら

れ子供も大学を昨年卒業して少しはほっとしています。

　自分はただお金を黙々と稼ぎお金を貯め、通帳を見

てニヤニヤする性格ではないので、常に稼ぐ御褒美が

自分にないと仕事を頑張る意欲が出ないのです。

　今まで自分1人で稼いだ1割が私のお小遣いなので毎

月給料日前に自分のお小遣いの事ばかり考えています。

でも1割と言うのは刺激になり、稼がないと何もなく

稼ぐといっぱいで刺激には最高なんです。このお小遣

い1割は、もうやり始めて20年以上経つんです。

　私は、良いことばかりしか信じません。細木数子の

本をたまに購入するのですが、一昨年が大殺界、昨年

が種子なので自分はこれから12年良い年になると信じ

てこれから頑張って行きたいと思います。

　西ロータリークラブに居られるのも、仕事を頑張ら

ないと居られませんので、たまに仕事でお休みします

が宜しくお願い致します。

　杉山壽章君

　今年の抱負は健康管理かな。小学校・

中学校は皆勤賞、高校時代は4～5日位で

す。それが55才位までは病気知らずでし

たが、56才以上になるといろいろな病気と友だちにな

り、健康管理の大切さを知りました。これから会員の

皆様も、健康管理には注意しましょう。

　また、今年もいろいろな人との出会いをしたいと思

います。目標は、最低でも730人位は出会いたいと思

います！それから、今年は大役（幹事）を受けました

ので、皆様の協力と御指導の程よろしくお願いします。




