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例会場：ブケ東海御殿場 例会日：毎週木曜日
(18:30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　■■

花見家族例会

2008～2009年度

第 18 巻 36号

2009年4月2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 

　本日は西クラブ恒例の花見例会です。ご家族の皆

さんにも多数参加していただいております。残念な

がらこのところの寒さで、桜の花もちらほらですが

今宵は心行くまで楽しんでいただきたいと思います。

　話は変わりますが、先日、桂離宮と修学院離宮の

参観許可が下りましたので、桜の花見には少し早か

ったのですが京都に行ってきました。印象に残った

ところを少し話してみたいと思います。　

　桂離宮は、後陽成天皇の弟・八条宮初代智仁親王

により、宮家の別荘として創建されたものです。

1615年（親王40歳台前半）の頃に山荘の造営を起こ

され、数年の間に簡素ななかにも格調を保った桂山

荘を完成させました。

智仁親王が没した後、一時荒廃しましたが、二代智

忠親王は加賀藩主前田利常の息女富姫と結婚されて

財政的な裏付けもでき、山荘の復興、増築に意欲的

に取り組まれた。1662年頃までに在来の建物や庭園、

中書院、新御殿、月波楼、等を新増築し、池や庭園

にも手を加え、ほぼ今日に見るような山荘の姿に整

えられました。

八条宮家はその後、京極宮、桂宮と改称されて明治

に至り、1881年（明治14年）十一代淑子内親王が亡

くなられるとともに絶え、桂山荘は宮内省の管轄に

成り桂離宮となりました。創建以来永きにわたり火

災に遭うこともなく、ほぼ完全に創建当時の姿を今

日に伝えています。

　修学院離宮は、1655年に後水尾上皇（60歳頃）に

よって造営工事が起こされ1659年に完成した山荘で

す。当時幕府との間に緊張が続いた時代であっただ

けに、短期間にこれほど大規模な山荘を造営できた

ことは本当に驚異です。

　これは、後水尾上皇の皇后が将軍徳川秀忠の娘で

あり、幕府が上皇との緊張関係を和らげるために、

資金を出したといわれています。

　東山連峰の山麓、修学院の地に上･中･下の三つの

離宮(御茶屋)と浴龍池、池の周りの回遊式庭園、上

離宮背後の山、借景となる山林、それに三つの離宮

を連絡する松並木の道と両側に広がる田畑とで構成

されています。総面積は54万5千㎡を超える雄大な

離宮です。

　両離宮とも江戸時代初期に造営されました。当時

代は幕府が絶大なる権力を持ち、政治・経済を握っ

ていました。聞くところによると、天皇家の諸領地

は1万石位のもので、幕府の援助が無ければ天皇家

並びに公家は生活もできない程になっていたようで

す。

　従って、建物・それに付随した調度品は簡素なも

のが多く、大名家の様なきらびやかなものはありま

せん。しかし、簡素な中にも格調の高さをうかがわ

せ、自然をめでる文化は素晴らしいものを残してい

ます。

　今、世界は大不況の中にあり、アメリカ型の自由

主義、資本主義社会が崩壊しようとしています。日

本の、自然を大事にする古きよき文化をもう一度呼

び起こし、世界に発信して行くことも、安定と真な

る発展を世界にもたらすものと思います。

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 重光　純

◆◆第 847 例会　会長挨拶◆◆
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4 4 月のプログラム月のプログラム

848回

4月11日(土)

13:00点鐘　沼津東急ホテル

静岡第三分区IM　沼津柿田川RC

曜日変更・時間変更・移動例会

849回

4月16日(木)

18:30点鐘　ブケ東海　外部卓話

地区ﾛｰﾀﾘｰの友委員長

伴野隆一郎様(静岡RC) 夜間例会

850回

4月23日(木)

12:30点鐘　旧原町商工会　鯉の放流 

奉仕プロジェクト委員会　移動例会

4月30日(木) 裁量休会

5 5 月のプログラム月のプログラム

851回

5月7日(木)

12:30点鐘　ブケ東海

地区協議会報告　次年度会長・幹事他

852回

5月14日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

会員卓話　クラブ管理運営委員会

理事会

853回

5月21日(木)

18:30点鐘　ブケ東海 イニシエーショ

ンスピーチ 成田みちよ君　夜間例会

854回

5月28日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話　

　オリジン･コーポレーション代表　

　杉井保之様

出席委員会報告

●ビジター

4月2日に、ブケ東海にて記帳された方

1.杉山栄一様：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

847回 25名 16名 - 64%

848回 25名 16名 3名 76%

●欠席者(9名)

　後藤　昭、宮口雅仁、西山幸三郎、大村保二

　尾島康夫、佐野　稔、芹澤和子、杉山壽章、

　鈴木良則

●他クラブへの出席者

  鈴木良則、植松　正（3/30 沼津柿田川RC）、

　宮島賢次（3/31 沼津北RC）

●スマイル報告

1.久松　但：桜の花を想像して、楽しみましょう。

2.本村文一：バッジ、忘れました。すみません。

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

　4月14日（火）→11日（土）静岡第3分区IMに振替 

②御殿場ロータリークラブ　

　4月30日（木）　休会

2.連絡事項

①次週9日（木）は、例会日、例会場変更で、11日

（土）沼津東急ホテルにてIMです。参加の方は、

12:30登録受付ですので、お間違えのないよう、お

越し下さい。また、IMの懇親会では、アルコールが

出ますので、車でのお越しはお控え下さい。　　

理事会報告

1.協議事項

①5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。

②5～6月の座席表について　SAA　宮島賢次君

・結婚月別とする。

③米山梅吉記念館の春季例祭について

・祝儀1万円とする。

④5月外部卓話謝礼について

・謝礼1万円、交通費1万円とする。

⑤プリンターの購入について

・クラブ所有のプリンター故障、6年経過のため新

規購入する（約7万円）。

⑥鯉の放流予算について

・鯉代7万円、小学校寄付1万円とする。

以上①～⑥を一括承認

花見例会

　桜は2分咲きでしたが、大いに盛り上がりました。

まずは、鈴木博行君の開会の挨拶から
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名古良輔君の音頭で乾杯

桜は今後のお楽しみ

すっかりほろ酔い気分

ご家族でパチリ

入会予定の成田みちよ君を囲んで

恒例の手に手つないで

締めの挨拶は杉山了君

編集後記

　2度目の編集担当が回ってきました。

　久しぶりということもあり、若干手間取った点も

ありましたが、会報の作成にもロータリークラブに

も大分慣れてきたように思われます。

  とはいえ、まだまだ拙い点があると思われますの

で、宜しくご指導賜りますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　（文責：重光　純） 
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例会場：沼津東急ホテル   例会日：毎週木曜日
　　(13:00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　■■

　静岡第 3分区 IM　沼津柿田川 RC

　　曜日変更・時間変更・移動例会　

2008～2009年度

第 18巻 37号

2009年4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

夢  を  か  た  ち  に夢  を  か  た  ち  に

  

鈴木泰次　君　

本日は、RI2620地区静岡第３分区のIMです。沼

津西クラブも例会を兼ねて多くの会員の皆様に参加

して頂きました。

午後1時、勝亦ガバナー補佐の開会点鐘に始ま

り、国歌、ロータリーソング、太田IM実行委員長の

開会の言葉、ガバナー補佐挨拶、牧田ガバナー挨

拶、等々、次に、積次期ガバナー補佐、次期ホスト

クラブの紹介等が有り式典を終わりました。

　今回のIMのテーマは「温故知新」です。IMプ

ログラムに『～昭和の良き時代を振り返り、忘れた

大事なものを思い出し、これからの活動を考え、夢

をかたちに～』とありました。最近の世相を見てい

ると、誠に時機を得たテーマであると思いました。

　藤田弓子氏（女優、ロータリアン）が座長を

務める、韮山時代劇場付属劇団「いず夢」による劇

も、日本の古き良き時代を現在に蘇らせようとする

中年男性の活躍もむなしくなるような話でしたが、

これも時代の流れには逆らうことのできない人間の

弱さを感じました。

　現代の社会のように科学技術の進歩が早く、

その変化に人間の思考能力が追いついて行けず、目

先の損得しか見えない人間の時代に突入している様

な気がします。世の中は100年に1度の世界大恐慌に

見舞われ瀕死の状態にありますが、あせらず、もう

一度「人間」を見つめ直す良い機会と捉えるべきで

はないでしょうか。

また、藤田弓子氏の講演は声に張りがあり、強

弱をうまく使い、言葉もはっきりしていて、精神と

肉体の若さを感じました。

お話の内容は日常の暮らしの中での人間関係

（ことば、態度）特に相手への思いやりがいかに大

切か。ロータリーの「四つのテスト」を思い出させ

るものです。私などはこれを実行するには、本当に

大変な努力をしなければできません。人間は死ぬま

で修行を続けるものだといいますが、あせらずに少

しずつ前進して行けばよいと思っています。

私も幾度かIMに参加していますが、その度にい

ろいろなものを吸収し、人生の糧とさせて頂いてお

ります。来年度の沼津ロータリークラブのIMに今か

ら期待しております。

4 4 月のプログラム月のプログラム

849回

4月16日(木)

18:30点鐘　ブケ東海　外部卓話

地区ﾛｰﾀﾘｰの友委員長

伴野隆一郎様(静岡RC) 夜間例会

850回

4月23日(木)

12:30点鐘　旧原町商工会　鯉の放流 

奉仕プロジェクト委員会　移動例会

4月30日(木) 裁量休会

5 5 月のプログラム月のプログラム

851回

5月7日(木)

12:30点鐘　ブケ東海

地区協議会報告　次年度会長・幹事他

852回

5月14日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

会員卓話　クラブ管理運営委員会

理事会

853回

5月21日(木)

18:30点鐘　ブケ東海 イニシエーショ

ンスピーチ 成田みちよ君　夜間例会

854回

5月28日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話　

　オリジン･コーポレーション代表　

　杉井保之様

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 重光　純

◆◆第 848 例会　会長挨拶◆◆
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出席委員会報告

●ビジター

4月9日に、ブケ東海にて、記帳された方

1．井口賢明様：沼津北RC

2．小木曽誠様：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

846回 25名 18名 - 72%

844回 25名 20名 2名 88%

●欠席者(7名)

　後藤　昭、本村文一、鈴木良則、西島邦彦、

　西山幸三郎、佐野　稔、芹澤和子

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

　5月06日(水)　振替休日の為休会

　5月13日(水)　恒例の裸会の為夜間例会　

             於：伊豆の国市三養荘　18:30より

②富士宮ロータリークラブ

　5月04日(月)　休日休会

　5月18日(月)→16日（土）近江八幡RC 交歓例会

2.連絡事項

①沼津柿田川ロータリークラブより

　裁量休会は、「メーキャップを受け付けない事」

となりましたので、よろしくお願いします。

静岡第３分区IM

　　　　　　開会を待つ沼津西RCの面々

　　　　　　　劇団いず夢の皆さん

　　　　　　　　藤田弓子氏の講演

　　　　　　　　　懇親会にて

　　　　　最後はやはり手に手つないで

宮島（２，１） 宮口（ ２ ）

名古（ ③ ）

-------------------------3月分出席一覧 -----------------------

後藤（ ０ ) 久松( ③ ) 井上( ③ ) 栗原( ③ ) 本村( １ )

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

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

鈴木良(１，２) 土佐(１，２) 植松(２，１) 渡辺( ２ )

例会出席％　73.33　% 地区報告％　82.67　　%

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。



1

例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
　　(18:30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　■■

地区ロータリーの友委員長　伴野隆一郎様 

2008～2009年度

第 18巻 38号

2009年4月16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　

　4月15日の日経新聞朝刊に「大機･小機」というコ

ラム欄がありますが、そこの『日本国は破産しない

』という見出しが目に付きました。麻生内閣の政策

を後押しするような内容です。

　このような政策が良いかは、後にならなければ分

かりませんが、今の景気をみるとこのような考え方

になっても不思議ではないような気もしますので、

少し紹介したいと思います。

　　麻生太郎首相は平成21年度予算が成立すると、

ただちに15兆円の補正予算の構想を発表しました。

新構想は従来に比べ政府の役割を重視しています。

これまでのように家計に消費を増やすことを望んだ

りしても、個人所得が増加しなければ効果はありま

せん。また銀行に貸し出しの増加を要求しても、企

業の生産が増える見通しがなければダメです。

　それに失業対策や金融対策も必要になります。財

政支出や減税で国民総支出を拡大しなければなりま

せん。

　しかし反面、政府は財政バランス改善の目標も捨

てていません。麻生首相は基礎的収支を2011年度に

黒字化すると言っています。消費税引き上げという

こともこのためと思われます。

　景気刺激と基礎的収支の黒字化という矛盾をどう

考えるべきでしょう。政府は国の借金は昨年末で

846兆円と発表しました。これは国民総支出を上回

る規模です。政府はこれほど借金が多くては国が破

綻すると言って国債発行を減らしてきましたが、昨

年秋の補正予算から増加に転じました。これからも

増加する一方でしょう。

　所得を上回るほどの借金を抱えながらそれが年々

増加していくとしたら、民間企業であれば破産しま

す。この破産が政府の景気対策を制約しています。

　しかし、国の借金と企業の借金とでは全く違いま

す。国の公債が多いということは、国民が公債を買

い、その金融資産が増えるということです。だから

国は破産しない。現在のように不況が激しくなって

いるときには、国が需要を生み出すべきでしょう。

　不況は社会資本の充実のチャンスです。太陽光発

電や風力発電のほか新幹線、高速道路、港湾施設、

橋梁など伝統的分野も重要です。環境や福祉なども

多くの需要があります。

　政府支出は乗数効果を持ち、民間の投資や消費も

増えるでしょう。政府は思い切って公債を増発し、

政府支出を増やすべきです。

　皆様は以上のような話をどのように考えるでしょ

うか。私は無駄な支出を減らし、選挙対策ではない

将来を見据えた、真に必要な景気対策を是非行って

もらいたいと思います。

4 4 月のプログラム月のプログラム

850回

4月23日(木)

12:30点鐘　旧原町商工会　鯉の放流 

奉仕プロジェクト委員会　移動例会

4月30日(木) 裁量休会

5 5 月のプログラム月のプログラム

851回

5月7日(木)

12:30点鐘　ブケ東海

地区協議会報告　次年度会長・幹事他

852回

5月14日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

会員卓話　クラブ管理運営委員会

理事会

853回

5月21日(木)

18:30点鐘　ブケ東海 イニシエーショ

ンスピーチ 成田みちよ君　夜間例会

854回

5月28日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話　

　オリジン･コーポレーション代表　

　杉井保之様

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 重光　純

◆◆第 849 例会　会長挨拶◆◆
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出席委員会報告

●ゲスト

1.地区ロータリーの友委員長

　伴野隆一郎様：静岡ロータリークラブ　

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

849回 25名 19名 - 76%

847回 25名 16名 2名 72%

●欠席者(6名)

　後藤　昭、宮口雅仁、本村文一、西島邦彦、

　佐野　稔、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　井上武雄、杉山壽章(4/11　第1回会長幹事会)

　鈴木良則（4/13沼津柿田川RC、4/14沼津北RC）

●スマイル報告

1.久松　但：誕生日のお祝い有難うございます。

2.西山幸三郎：誕生日のお祝い有難うございます。

3.尾島康夫:妻の誕生日のお祝い有難うございます。

　　　　　大変喜んでいました。

4.杉山壽章：妻の誕生日のお祝い有難うございます。

5.尾島康夫：バッジを忘れました。

6.芹澤和子：バッジを忘れました。

外部卓話

伴野隆一郎 様　

　ロータリーの友、地区委員は毎月報告書を書くの

で当然の事ながら、毎月号を読まねばならないので

すが、昨年7月号からズット読んでいて面白いなと

思った記事、役立つなあと思った記事をご紹介して

みたいと存じます。

  8月号では今年のRI会長のテーマ「夢をかたちに

」ついて記事が掲載されていました。

　しかし、折角の「夢をかたちに」が、また「会員

増強」かと、感じられてしまった感じがしました。

 8月号の内容は9月号につながり、RI会長は「新し

い会員は、ただ会って食事をするだけの退屈なロー

タリークラブには、入ったりしないのです」と指摘

していました。

　10月号では、お隣の三島西ロータリークラブが「

手に手　クラブ探訪　三島西RC　女性も元気な」と

いう元朝日新聞の宮本フリーライターのなかなか面

白い取材記事に掲載されていましたが、このように、

クラブの紹介をロータリーの友に掲載されてもらう

と、会員のモティベーションが急上昇しますし、会

員を増やそうとするときにも、クラブのパンフレッ

トのようにも使えて大いに役立つと思いました。

　2月号では、会員増強なんて言ったって、少子高

齢化、ファミリービジネスが減少してゆき、更にこ

の大不況期に無理なことと思っていましたが、名古

屋東南RCの「会員増強で充実した活動を」という記

事を読むと、まだまだ我々クラブは努力が足りない

し、努力と言うより「柔軟な発想」が欠けていると

思わざるを得ません。

　3月号には来年度の新会長の方針が掲載されてい

ます。「職業奉仕」重視の方向性が明確に出され共

感を覚える日本人ロータリアンは多いと存じます。

　今週復刊された「朝日ジャーナル」と「ロータリ

ーの友」は共通の精神が有ります。

 それは、ともに「討論の場」としての役割ではな

いかと申し上げまして、締めさせて頂きます。あり

がとう御座いました。　　　　　　

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

　4月28日（火）新旧委員長会議の為。

　　　　　　於：グリーンホテル高橋　18:00より

②沼津ロータリークラブ

　5月01日（金）裁量休会

2.連絡事項

①次週の23日（木）は、旧原町商工会にて、鯉の放 

　流です。お間違えのないよう、お越し下さい。

②2009年度青少年交換学生募集案内が届いておりま

す。　

地区協議会

　4月19日（日）、アイメッセ山梨において国際ロ

ータリー第2620地区の地区協議会が開催されました。

　参加者の皆様、お疲れ様でした。
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例会場：旧原町商工会   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　■■

鯉の放流

2008～2009年度

第 18巻 39号

2009年4月23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、恒例の沼川への鯉の放流です。そこで鯉

について少しお話してみたいと思います。

　鯉の発祥の地は中国と、黒海、カスピ海沿岸の中

央アジアといわれています。中国では、紀元前5世

紀頃には既に鯉の養殖を始めていたようです。日本

には1世紀頃、14世紀にはヨーロッパに少しずつ広

まったようです。18世紀にはロシア、19世紀にはア

メリカへ広まりました。しかし、日本には中国から

伝わった鯉の外に琵琶湖など、全国の湖や川にも日

本古来の種が生息していたことが判明しています。

　鯉の体は体長30㎝～60㎝、中には1mを超えるもの

もいます。体の割りに頭と目が小さく、上アゴに2

対の口ひげがあります。両アゴには歯がありません

が、エラの内側に咽頭歯という歯があります。この

歯は臼の様な形をしていて、貝殻のような硬いもの

でも簡単に噛み砕いてしまいます。

　鯉は雑食性で水草や貝、虫、甲殻類、小魚等いろ

いろなものを食べる関係で、先ほどの歯が役に立っ

ている訳です。ちなみに、鯉には胃が無く人間のよ

うに空腹感や満腹感がありません。血液中のある成

分の増減によって、食餌を取るようです。それに、

口の中には味覚を感じる器官が有り、人間の感覚よ

り何倍も優れているようです。

　鯉の種類は体の特徴により、真鯉、鏡鯉（ドイツ

鯉）、革鯉（ドイツ鯉）それに錦鯉です。

　真鯉は全身を綺麗な鱗が覆っています。鏡鯉はヨ

ーロッパで品種改良された鯉です。鱗の少ないもの

を指します。体長が長く、体高もあり全体に日本の

鯉に比べ大きいです。革鯉は鱗がほとんど無く、触

った感じもツルツルしています。これは食用目的で

品種改良されたものです。日本で見かけるのはドイ

ツ鯉と日本の鯉を交配したもので、日本で本物の革

鯉を見ることはめったにできないようです。最後に

錦鯉ですが、200年位前に新潟県長岡市の旧山古志

村で養殖されていた色鯉の変種で、改良に改良を重

ねたものが今の錦鯉です。ちなみに、英語で

「Koi」と言うと錦鯉のことを指すようです。

　中国では、鯉が滝を登りきると龍になる登竜門と

いう言い伝えがあり、古来尊ばれています。その概

念が日本に伝わり、江戸時代に武家では子弟の立身

出世のため庭先で端午の節句（旧暦5月5日）あたり

の梅雨期の雨の日に鯉を模した（こいのぼり）を飾

る風習がありました。明治に入って四民平等政策に

より武家身分が廃止され、鯉幟は一般に普及しまし

た。現在では新暦の5月5日に行われています。

　鯉は綺麗な水でも濁った水でも生きることのでき

る、環境適応能力に優れた魚ですが、沼川が子ども

たちの未来のために水質の良い川になるよう努力し

ていきたいものです。

4 4 月のプログラム月のプログラム

4月30日(木) 裁量休会

5 5 月のプログラム月のプログラム

851回

5月7日(木)

12:30点鐘　ブケ東海

地区協議会報告　次年度会長・幹事他

852回

5月14日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　

会員卓話　クラブ管理運営委員会

理事会

853回

5月21日(木)

18:30点鐘　ブケ東海 イニシエーショ

ンスピーチ 成田みちよ君　夜間例会

854回

5月28日(木)

12:30点鐘　ブケ東海　外部卓話　

　オリジン･コーポレーション代表　

　杉井保之様

会　　　長 鈴木泰次 幹　　　事 久松　但

会報委員長 名古良輔 編　集　者 重光　純

◆◆第 850 例会　会長挨拶◆◆
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出席委員会報告

●ビジター

4月23日に、ブケ東海にて記帳された方

1.内田文喬様：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

850回 25名 20名 - 80%

848回 25名 18名 1名 76%

●欠席者(5名)

　後藤　昭、重光　純、宮口雅仁、佐野　稔、

　土佐通孝

●他クラブへの出席者

　久松　但、井上武雄、尾島康夫、芹澤貞治、

　重光　純、杉山真一、杉山壽章、鈴木泰次、

　植松　正、渡辺亀一(4/19　地区協議会)

●スマイル報告

1.西島邦彦：我が町、藤枝市は、支給されました。

定額給付金です。

2.本村文一：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

ます。

3.渡辺亀一：ポールハリスフェローの認証ありがと

うございました。

4.植松　正：ベネファクターの授与いただき、あり

がとうございます。

5.本村文一：欠席連絡を忘れてしまいました。

6.鈴木良則：所用につき、早退させていただきます。

7.地区協議会、食事会残金です。

　　　　　　

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

　5月19日（火）→17日（日）春の家族会 

  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長泉ロータリークラブ

　5月21日（水）18:30　於：みしまプラザホテル

③沼津柿田川ロータリークラブ

　5月04日（月）休会（みどりの日）

  ※MUの受付はいたしません。

　5月18日（月）→17日（日）7時点鐘　

　本城山公園清掃

④富士宮ロータリークラブ

　5月01日（金）指定休日

2.連絡事項

①次週の30日（木）は、裁量休会です。

　お間違えのないよう、ご注意ください。　　

②清水・清水北・清水西・清水中央RCの合同事務所

は、5月1日より移転します。

　○新住所

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-1平成15ビル2Ｆ

　TEL　054-355-1510

　FAX　054-351-2320

③国際ロータリー日本事務局経理室より　

　5月のロータリーレートは、$1＝￥98です。

④ガバナーエレクトより

　地区協議会のお礼の手紙が届いております。

鯉の放流

　本日、鯉の放流を実施しました。参加者の皆様、

お疲れ様でした。

　




