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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

 

井上武雄　会長　

  皆様こんにちは。2009年～2010年度の当クラ

ブの会長を務めさせて頂きます井上です。杉山幹

事ともども、どうぞ1年間宜しくお願い致します。

　最初に、鈴木前会長、久松前幹事、1年間どう

も有り難うございました。大役を無事に終了され、

晴れやかな御顔を拝見しています。本当に、ご苦

労様でした。

　私はロータリーに入会して6年 10ヶ月目、年

齢も50歳と、ロータリー暦の面からも年齢の面

からも劣る部分が沢山あると思いますが、精一杯

努力させていただきますので、ご協力の程、宜し

くお願いします。

　本日は第1回目の例会という事で、本年度の私

のテーマは「ロータリーで仲よく」とさせて頂き

ました。ロータリーで仲良くする為には、クラブ

ライフを楽しむ事だと思います。ロータリーで仲

よく楽しくなるような例会の運営を心掛けてまい

りますので、どうぞ1年間宜しくお願いします。

7 7 月のプログラム月のプログラム

860回　　　　12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

7月 09日(木)　インターアクトについて　理事会

861回　　　　18:30　ブケ東海　前年度会長・幹事 

7月 18日(土)　慰労会　クラブ管理運営　曜日変更 

　　　　　　 夜間例会

862回     　 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 23日(木)  ガバナー補佐来訪

863回      　12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 30日(木)  前年度事業･決算報告　出席表彰

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
　無し

●ビジター
　無し

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

859回 22名 20名 - 90.91%

857回 26名 20名 1名 80.77%

●欠席者(2名)

　大村保二、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

  無し

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第859 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 1号

2009年 7月 2日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

会長・幹事・ｸﾗﾌﾞ運営管理・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長の抱負

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

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
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●スマイル報告

 1.本村文一：結婚記念日のお祝いありがとうござ 

   います。

 2.久松　但：入会7年経過し、8年目に入ります。

 3.宮口雅仁：入会記念、7年になりました。これか

   らも、宜しくお願い致します。

 4.鈴木良則：本年度も、米山梅吉記念館を、ご支

   援下さい。

 5.井上武雄：新年度、よろしく宜しくお願いしま

   す。

 6.杉山壽章：1年間、よろしく、お願いします。

 7.鈴木泰次：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願いします。

 8.久松　但：井上会長、杉山幹事、1年間、がんば

   ってください。

 9.栗原侑男：井上会長、杉山幹事、1年間、がんば

   って下さい。

10.宮島賢次：井上会長、杉山幹事、1年間、お世話

   になります。宜しくお願い申し上げます。

11.本村文一：井上会長、杉山幹事、1年間、がんば

   って下さい。

12.名古良輔：井上会長、杉山幹事、1年間、頑張っ

   て下さい。

13.成田みちよ：井上会長、杉山幹事、1年間、宜し

   くお願い致します。

14.尾島康夫：1年間、よろしくお願いします。

15.芹澤貞治：井上会長、杉山幹事、1年間、西クラ

   ブの舵取りお願いします。

16.芹澤和子：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願いします。

17.重光　純：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願い致します。

18.杉山　了：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願い致します。

19.杉山真一：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願いします。

20.土佐通孝：井上会長、杉山幹事、ご苦労をおか

   けします。宜しくお願いします。

21.植松　正：井上会長、杉山幹事、1年間、宜しく

   お願いします。

22.土佐通孝：勝手乍、都合により、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 

　ありません。

2.報告・連絡事項

 ① 7月 9日（木）例会後理事会があります。

 ② 7月 18日(土)の前年度会長・幹事慰労会例会の 

　 出欠席をご記入ください。

 ③ 7月 30日(木)のクラブ協議会の「前年度事業・

   決算報告」の原稿を7月9日(木)までに、久松幹

   事、事務局に、提出してください。宜しくお願

   いします。

新年度会長・幹事・委員長の抱負

井上武雄 会長 

　2009年～2010年度の会長としてのテーマは「

ロータリーで仲よく」とさせて、頂きました。

　ジョン・ケニー2009年～2010年度国際ロータ

リー会長は「ロータリーの未来はあなたの手の中

に」と言うテーマを掲げ、一世紀余りにわたり発

展し続けてきたロータリーの奉仕を振り返るとき、

私達の未来は苦境にある人々に希望をもたらし、

争いの絶えない世界に平和をもたらす幾世代もの

ロータリアンによって末永く確かなものとなるに

違いないと胸を張って言えます。と訴えています。

そして、国際ロータリーは確かな未来を築くため、

世界中のロータリアンから協力を得て、7つの優

先項目を掲げた長期計画を立てました。

 「ポリオを撲滅する」「ロータリーに対する内

外の認識と公共イメージを高める」「他者に奉仕

するロータリーの能力の増大を図る」「質的にも

量的にも会員組織を世界的に拡大する」「ロータ

リー独特の職業奉仕への取り組みを強調する」「

国際ロータリー内の指導的才能を最大限に活用し

育成する」「組織全体を通じて継続性と一貫性を

保つ為に長期計画の手順を完全に実施する」の7

つです。全ては皆さん自身が実行しなければなら

ない。ロータリーの未来はあなたの手の中にあり

ます。と訴えています。

　飯田祥雄国際ロータリー第2620地区 2009～

2010年度ガバナーは「明るく元気なロータリーを

心掛けましょう」として論理的規範や道徳的規準

に忠実に職業活動に精を出し、家族や仲間の安定

を確保する事が私達に充実感、安心感をもたらし、

明るく、元気にしてくれるのだと言っています。
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　一人ずつロータリアン個々には考え方の相違は

有ると思います。しかしロータリーを通じて好意

と友情を深める事だと思います。例会等に進んで

出席をして、他人を思いやり親交を深め、理解し

あい、友人を増やす事が大切だと思います。そし

て、仲良く・明るく・元気なクラブ運営を心掛け

たいと思います。どうぞ1年間宜しくお願い致し

ます。

杉山壽章 幹事 　

　

　今日（859回）から本格的な幹事の仕事にたず

さわります。幹事の仕事は PETS（3月15日）・

地区協議会（4月19日）からはじまる気がします。

　この3ヶ月間いろいろな方から意見や指導して

もらい感謝しています。また、クラブ入会から3

年ちょつとで幹事をやるとは思いませんでした。

いままですばらしい幹事のかたばかりみてきまし

たので私で勤まるかと思いながら3ヶ月間が過ぎ

た感じです。今日から気持ちを切り替えてがんば

ります。

　会長のテーマであります、「ロータリーで仲良

く（明るいロータリー）」を会員の皆様に伝えよ

うと思います。又ホーム100％をかかげたいとこ

ろですが、98％にします。（中国に出張するため

）スマイルを10,000円以上したい、又年頭の挨

拶で話したようにいろんな人とであって名刺交換

するのが楽しみです。

　オバマさんではないけど Yes We Can（やればで

きる）の気持ちで1年間がんばります。不手際が

あるかと思いますがよろしくお願いします。　守

ガバナー補佐をお迎えし、二年前の自分を思い返

していました。ガバナー補佐もお話の中で述べて

おられたように、クラブ会員の皆様、そして分区

内の各クラブの協力があって初めて任務を果たせ

るものです。改めて感謝の思いがこみ上げてきま

した。

 

久松 但 クラブ管理 運営委員長 

　昨年度幹事が終了し、本年度は副会長というこ

とでクラブ管理運営委員長を仰せつかりました。

　クラブの管理運営に関しまして、親睦につきま

しては、年間７回ほど懇親会を兼ねた例会があり

ます。

　2月の柿田川 RCとの合同例会は柿田川 RCがホ

ストとなりますので、年間6回のうち3回はブケ

東海から出ての例会を考えています。

　具体的には、納涼例会・新年会・花見例会です。

新年会につきましては、泊まりでの例会を予定し

ています。

　また、出席につきましては、年度中に何度か

100％の出席を達成できるようにメーキャップを

推奨していきたいと考えています。

　スマイルにつきましては、会員各位嬉しいこと

や楽しかったことをスマイルという形で披露して

いただき、沢山スマイルをしていただいた方々を

ご紹介していきたいと考えています。

　プログラムにつきましては、杉山幹事と相談し

ながら組んでいきたいと考えていますが、後半、

特に 4月、5月頃になりますとプログラムが空い

てくるも週出てきます。少ない会員の中で、会員

卓話は何度か聞いたことがある、ということにも

なりかねませんので、外部卓話をしていただける

方がいらっしゃいましたら、紹介していただきた

いと思います。

　1年間よろしくお願いします。
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芹澤貞治 奉仕プロジェクト委員長  

　今年度奉仕プロジェクト委員長をおおせつかっ

た芹澤です。委員会のメンバーはベテラン会員が

多いので安心しております。

　まず今年度の我クラブの活動の目玉となる、そ

してクラブの歴史に刻まれるインターアクトクラ

ブの立ち上げに委員会をあげて取り組まなければ

ならないと思います。

　いくら経験豊かな委員会のメンバーとはいえ負

担が大きく、又初めての事となりますのでクラブ

全員皆様の力を借りながらいくつかのプログラム

を進めていきたいと思います。

　まず立ち上げ時の教育指導、又多少の金銭的な

援助も必要と思います。皆様の貴重な浄財を有意

義に活用させていただきたいと思います。

　インターアクトの会員が名ばかりでなく、西ク

ラブの後援でのアクトで良かったと思える様な活

動の手助けを年度を通じて行い、次年度以降に向

けてスムーズな活動が出来る様側面より協力して

いき、アクトの会員や担当指導者が気軽に相談出

来る様に常に風通し良い環境をつくっていきたい

と思います。又各関係者を招いての発足のお披露

目をしなければなりません。これは小委員会を置

きたいと思います。

　さて、ロータリーの奉仕の基となる職業奉仕に

つきましては本年度 RI会長、又地区ガバナーも

強く意識しておる所であります。10月の職業奉仕

月間にはもう一度職業奉仕の意識の高揚のための

卓話を予定します。

　幸いにプログラムのメンバーの中に前年度地区

職業奉仕委員長の鈴木博行さんがおりますので、

助言を頂き進めたいと思います。

　又、社会奉仕活動については千本浜遊歩道の清

掃と16年目となります沼川の鯉の放流との二つ

の継続事業を柱に活動したいと思います。

　特に鯉の放流は長い間我クラブの目玉事業であ

りました。前年までとは日程が変わりますが、小

学生又家族の皆様と一緒に汗をかき、ふれ合いの

場となってもらえればと思います。

　最後に理事会のメンバーとして西クラブの発展

の為、会長・幹事又理事会メンバーと協力し微力

ではありますが頑張りますので本年度協力宜しく

お願い致します。

編集後記　

　いよいよ新年度のスタートです。7月はクラブ

広報委員長の責任で植松が担当させていただきま

す。

　

　当委員会はメンバー6名のうち半数が前年度に

入会したフレッシュ？な構成となっております。

　従いまして、委員長を含め知識や経験不足の感

は否めないかもしれませんが、週報の編集を通じ

皆でロータリーを学んでいけたらと考えています。

　シンプルで読みやすい紙面づくりを目指します

ので、会員の皆様のご協力をよろしくお願いしま

す。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（文責　植松　正）
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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

 

井上武雄　会長　　

  本日のビジターの方、ようこそ、おいで下さい

ました。どうぞ、ごゆっくり、おくつろぎ下さい。

　御報告になりますが、7月7日（火）、日ごろ、

お世話になり、親クラブであります沼津北ロータ

リークラブに、杉山幹事と一緒に、ご挨拶に行

ってきました。沼津北ロータリークラブは（本年

度）第1回目の例会でした。

　久松　但副会長、鈴木博行君、大村保二君、杉

山真一君、重光　純君、成田みちよ君も、メー

キャップとして、参加してただき、合計8名と大

勢の人数で、ご挨拶することが出来ました。皆様、

本当に有難うございました。

　第1回目の例会で、迷惑ではないかと思いなが

ら、寄らせてもらいましたが、大変温かい出迎え

にて、歓迎してくれました。

　ロータリー諸先輩、多数の方より「1年間頑張

れよ」と、励ましの言葉をかけていただき、また

とても心強く優しい対応で接していただき、感謝

の気持ちでいっぱいでした。杉山君、成田君とも、

メーキャップの奨励も出来ました。実りある例会

出席になって、良かったと思います。

　1年間ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願いしま

すと、ご挨拶して来た事を、ご報告させていただ

きます。

7 7 月のプログラム月のプログラム

861回　　　　18:30　ブケ東海　前年度会長・幹事 

7月 18日(土)　慰労会　クラブ管理運営　曜日変更 

　　　　　　 夜間例会

862回     　 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 23日(木)  ガバナー補佐来訪

863回      　12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 30日(木)  前年度事業･決算報告　出席表彰

8 8 月のプログラム月のプログラム

864回　　　　18:30　沼津東急ホテル　納涼例会

8月 06日(木)　クラブ管理運営　 夜間移動例会

　　　　　　　理事会

8月 12日(木)  裁量休会

865回      　18:30　ブケ東海　会員卓話　

8月 20日(木)  会員増強維持委員会　夜間例会

866回     　 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

8月 27日(木)  インターアクトについて

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
　無し

●ビジター
 1.内田文喬様：沼津北 RC

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

860回 22名 20名 - 90.91%

858回 26名 20名 0名 76.92%

●欠席者(2名)

　宮口雅仁、鈴木博行

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第860 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 2号

2009年 7月 9日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　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

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

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
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●他クラブへの出席者

 久松　但、井上武雄、成田みちよ、大村保二、

 重光　純、杉山真一、杉山壽章、鈴木博行

（7/7沼津北RC）

●スマイル報告

 1.内田文喬様（沼津北RC）：今年度も、よろしく

   お願いします。

 2.土佐通孝：誕生日のお祝いありがとうございま

   す。

 3.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございま 

　 す。

 4.土佐通孝：入会記念品、有難うございました。

 5.杉山真一：入会1年になりました。これからも、

   よろしくお願いします。

 6.鈴木良則：梅雨明けが、待ち遠しい日々です。

   食物に気をつけましょう。

 7.成田みちよ：杉山真一君、お誕生日おめでとう

   ございます。

 8.大村保二：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

　7月28日（火）夜間例会　於：中島屋八幡ガーデ

  ンズ　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富士宮ロータリークラブ

　7月20日（月）休日休会

　8月17日（月）特別休会

　8月24日（月）ガバナー公式訪問　2クラブ  

  フォーラム合同例会

 ③吉原ロータリークラブ

　7月23日（木）期首懇親会の為 於：樟泉閣 18:00

　8月 13日（木）特別休会ありません。

2.報告・連絡事項

 ① 7月 9日（木）本日例会後理事会があります。

 ② 7月 18日(土)の前年度会長・幹事慰労会例会の

   出欠席をご記入ください。

 ③ 7月 30日(木)のクラブ協議会の「前年度事業・

   決算報告」の原稿を本日までに、久松幹事、事

   務局に提出してください。宜しくお願いします。

理事会報告

1．報告事項

 ①㈱ブケ東海　大池省吾君の入会の件について

 ②㈱ブケ東海　大池省吾君の入会式を7月18日に

   行います。

 ③8月6日　理事会を納涼例会前に行いたいと思い

   ます。（18：00より）

2．協議事項

 ①8月プログラム  クラブ管理運営委員長　久松 

   但君、プログラム担当　杉山寿章君

  ・委員会案のとおりとする。 

 ②8月6日　納涼例会の予算について　

   クラブ管理運営委員長　久松　但君

   日時：平成21年8月6日（木）18：30　点鐘 

   場所：沼津東急ホテル

       （例会場3Ｆ、ビアホール4Ｆ）

   予算

 【収入】 会費 @4,000 × 22      ＝  88,000 

   委員会より                     30,850   

      合      計                118,850 

 【支出】

 　　    チケット代3,300×1.5×23＝ 113,850 

　　　   例会場代　　　　　　　　　 　  5,000   

   合      計                118,850 

 ③クラブ運営規定の改定について

   ・第2条3～7項、第9～10条の一部を改訂する。 

　　 詳細別途（2009～2010年度事業計画書参照)

  

　 以上、①～③を一括承認。 

クラブフォーラム

テーマ　「インターアクトについて」

　 

　

 井上武雄 会長　 

　

　

　本日、クラブフォーラムにて、インターアクト

をテーマとしました。予定として、まず、今迄の

経緯と、現在迄の、進行状況の説明、最後に質疑

応答を行います。

　広く、会員の皆様のご意見を反映させるべく、
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クラブフォーラムとしたいと思いますので、宜し

くお願いします。

　

　皆様の意見に基づいて、奉仕プロジェクト委員

会も今後の認証状伝達式にむけた活動計画を立案

していくことでしょう。

　

　本日、夜間に奉仕プロジェクト委員会を開催す

るそうです。認証状伝達式にむけた委員会開催、

ほんとうに有難うございます。本日は、宜しくお

願い申し上げます。

　

「加藤学園インターアクトクラブ」について

　　久松　但君　　

(1)加藤学園インターアクトクラブの設立の経過

 

①設立時のメンバー

　 平成21年 5月 14日に19名で発足しました。

 ②必要な備品

　 鐘・日章旗・インターアクト旗・バッチ等で

   約 12万円程度かかる模様です。

 ③認証状伝達式について

　 認証状は7月中には届く予定ですので、8月～

   9月に実施したいと考えています。

(2)設立後の活動について

 

①年次大会

　 今年は8月 1日（土）～2日（日）、今回は不

   参加となりました。

 ②指導者講習会

　 12月 13日（日）に、沼津中央高等学校にて行

   われる予定です。加藤学園インターアクトク

   ラブも参加したい意向です。

 ③海外研修

　 当初、シンガポールへの訪問が予定されてい

   たが、6月14日のインターアクト委員長・顧

   問先生会議において、中止が決定されました。

 ④インターアクトクラブとロータリークラブの

   関わり

　 例会の実施・指導、奉仕活動の協力が考えら

   れます。

(3)予算について

 ①運営費について

　 月々の例会については特に費用はかかりませ

   んが、奉仕活動についてはその活動内容に 

   よって変わります。

   しかし、予算上多額になることはないものと 

   思われますので、高校の部活動の予算内で足

   りるかもしれません。

 ②大会等の参加費について

   年次大会及び指導者講習会の参加費（各 5万

   円～10万円）は、ロータリークラブで負担す

   るケースがほとんどのようです。

 ③海外研修について

　 年１回、海外研修が計画されますが、参加に

   ついては各校 2名程度です。このうち研修費

   用の一部をロータリークラブで助成するケー

   スが多いようです。

宮島（ ④ ） 宮口（ ３ ）

名古（ ④ ）

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

後藤（ ０ ) 久松(④)＋２ 井上(④)＋１ 栗原(　④　) 本村( ３　)

成田(　２　) 西島(　３　) 西山(　３　) 大村(　④　) 尾島(　３　) 佐野（　２　）

芹澤貞(　④　) 芹澤和(　３　) 重光(　３　) 杉山了(　④　) 杉山真(　３　) 杉山壽(④)＋１ 鈴木博(３,１ )

鈴木泰(④)＋１ 鈴木良(２，１) 土佐(　④　) 植松(　④　) 渡辺(　３　)

例会出席％　80.77　% 地区報告％　82.69　　%

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
(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

 

井上武雄　会長　　

  本日は、前年度、鈴木会長、久松幹事の慰労会

です。前年度1年間、本当にご苦労様でした。

　今夜は、皆様と一緒に、お二人の労をねぎらい

たいと思います。ゆっくりとお楽しみ下さい。夜

間例会ではありますが、17名の参加人員という事

で、ご都合をつけて参加していただいた皆様にも、

お礼を申し上げたいと思います。

　言うまでもなく、本日は、前年度会長、幹事の

慰労会です。ロータリーの創始者ポール・ハリス

は「ロータリーとは何か、何千人のロータリアン

に聞けば、何千通りの答えが返ってくるだろう。

しかし、ロータリーがより寛容で、より他の人の

良さを認め、より他の人と親しく交わり、助け合

うようにしてくれるなら、それが我々の求めるロ

ータリーの全てである。それ以上にロータリーに

何を求める事があろうか。」と述べています。他

人の人の良さを認め、他の人と親しく助け合える

様にする事こそが、ロータリアンの基本的な考え

方では、ないでしょうか。それこそが、ロータ

リー精神だと思います。

　前年度、会長、幹事のご苦労に感謝して、会員

同志で、語らい、そして、会員一人一人を重んじ

親交を深め友情を深める事、ロータリーという時

間を機会に活用して、本年度のテーマにあげまし

た、「ロータリーで仲よく」していただければ、

何よりの幸いと思います。

　本日は、企画進行していただく、クラブ運営管

理委員会の皆様、大変ご苦労さまです。楽しみに

しています。どうぞ、よろしく、お願いします。

7 7 月のプログラム月のプログラム

862回     　 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 23日(木)  ガバナー補佐来訪

863回      　12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 30日(木)  前年度事業･決算報告　出席表彰

8 8 月のプログラム月のプログラム

864回　　　　18:30　沼津東急ホテル　納涼例会

8月 06日(木)　クラブ管理運営　 夜間移動例会

　　　　　　　理事会

8月 12日(木)  裁量休会

865回      　18:30　ブケ東海　会員卓話　

8月 20日(木)  会員増強維持委員会　夜間例会

866回     　 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

8月 27日(木)  インターアクトについて

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター
　無し

★出席報告（会員総数 23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

861回 23名 17名 - 73.91%

859回 22名 20名 2名 100.00%

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第861 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 3号

2009年 7月 18日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

前年度会長・幹事 慰労会

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

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
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●欠席者(6名)

　本村文一、名古良輔、成田みちよ、大村保二、

  杉山　了、鈴木良則

●他クラブへの出席者

  大村保二、芹澤和子、鈴木良則（7/11 米山梅吉

  記念館） 渡邉亀一（7/15 三島RC）鈴木博行 

 （7/15　沼津北RC）

●スマイル報告

 1.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございま

   す。

 2.鈴木泰次：本日は、慰労会、ありがとうござい

   ます。

 3.久松　但：1年間、ありがとうございました。

 4.井上武雄：鈴木会長、久松幹事、1年間ご苦労様

   でした。

 5.杉山壽章：鈴木会長、久松幹事、1年間ご苦労様

   。これからも、よろしく！

 6.杉山真一：鈴木会長、久松幹事、1年間ご苦労様

   でした。

 7.尾島康夫：バッジを忘れました。

 

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

　7月20日(月）祝日休会（海の日）

　7月27日(月）通常例会（ガバナー補佐公式訪

問）

　8月10日(月）前会長・幹事慰労会の為夜間例会

  へ変更 18:30点鐘場所未定

　8月17日(月）裁量休会

　8月24日(月）→21日(金）ガバナー公式訪問

  (沼津RCと合同例会）於：沼津東急ホテル

 

2.報告・連絡事項

 ①ガバナー事務所より

   ガバナー月信№13に誤りがありましたので報告

   します。

  ◎月信№13

 ・P10 誤り「クロニクル氏」→正「クロニクル

紙」

 ・P11 誤り「決議23・24」 →正「決議23・34」

 ②クラブ運営規定の改定～別紙にて報告

 ③次週　積ガバナー補佐の公式訪問があります。

前年度会長・幹事慰労会

　　

　　

　井上会長より、鈴木

前会長・久松前幹事に

対して記念品を贈呈

　

参加者全員をテーブル別に撮影してみました。

　杉山 真一君

　鈴木 前会長

  井上 会長

  久松 前幹事

　杉山 幹事

　

　

　

  芹沢 貞治君　

　重光 　純君　

　尾島 康夫君　

　渡邊 亀一君　

　

　

　

　土佐 通孝君

  川口 事務員

　大池 省吾君※

　栗原 侑男君　

　※本日入会です。

芹澤 和子君  

植松 　正君  

鈴木 博行君  

宮口 雅仁君  

宮島 賢次君  

　カラオケ大会で大いに盛り上がりました。ちな

みに優勝（最高得点）は「六甲おろし」を熱唱し

た土佐通孝君でした。
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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

 

井上武雄　会長　

本日は、第3分区ガバナー補佐積　惟貞様、 

事務局鈴木一郎様に、期首訪問して頂いておりま

す。お忙しい所、誠にありがとうございます。

　後ほど、ご挨拶頂きたいと思いますので、宜し

くお願いします。

　クラブ協議会に於いては、当クラブの年次計画

について、あたたかいご指導の程、よろしくお願

い申し上げます。

　本年度は、インターアクト設立年度です。今後、

認証状伝達式に向けた活動計画が、奉仕プロジェ

クト委員会中心に動いています。本年度の大変重

要な年間の活動となると思います。どうぞ宜しく

お願いします。

　菅生浩三（すごう　こうぞう）さんの著書（こ

の方は、東京大学法学部卒業～弁護士　大阪北

ロータリークラブに入会しクラブ会長～第2660

地区ガバナーが経歴）に、ロータリー随想－その

周辺とともに－が、あります。

　その内に、青少年の奉仕として、インターアク

トについて記してありましたので、紹介させてい

ただきます。

　青少年の奉仕の目標は、①成長過程にある青少

年に、地域社会はどのような影響を及ぼすか。

②健康や均衡のとれた教育・精神的資質や職業問

題等が、如何に重要なことか。③地域社会に、個

人的責務と社会の一員としての善良な精神の自覚。

以上をあげておられました。

　青少年への奉仕活動への視点として、まず青少

年という、極めて特性ある世代を、社会奉仕活動、

なかんずく、人間尊重の分野の活動の対象の一つ

として、捉えている。

　その後に、「各ロータリアンは青少年の模範で

ある」という標語は、そのような意味に理解すべ

きものと思われる。「子は親の後ろ姿を見て育

つ」という諺の持つ怖さも、この様なところにあ

ろうかと思うのである。」と、記述されていまし

た。

　今後の私達のロータリー活動の中で何かのお役

にたてば、と思い紹介させていただきました。

7 7 月のプログラム月のプログラム

863回      　12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 30日(木)  前年度事業･決算報告　出席表彰

8 8 月のプログラム月のプログラム

864回　　　　18:30　沼津東急ホテル　納涼例会

8月 06日(木)　クラブ管理運営　 夜間移動例会

　　　　　　　理事会

8月 12日(木)  裁量休会

865回      　18:30　ブケ東海　会員卓話　

8月 20日(木)  会員増強維持委員会　夜間例会

866回     　 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

8月 27日(木)  インターアクトについて

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第862 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 4号

2009年 7月 23日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会・ガバナー補佐来訪

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

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
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クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
 1.国際ロータリー第2620地区静岡第3分区
   ガバナー補佐：積　惟貞様（沼津RC）
 2.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：鈴木一郎様（沼津RC）

●ビジター
 1.羽野久雄様：沼津北 RC

★出席報告（会員総数 23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

862回 23名 17名 - 73.91%

860回 22名 20名 1名 95.45%

●欠席者(6名)

　大村保二、尾島康夫、芹澤和子、土佐通孝、

  鈴木良則、成田みちよ

●スマイル報告

 1.羽野久雄様（沼津北RC）：お世話になります。

 2.井上武雄：ガバナー補佐積様、事務局鈴木様、

   ありがとうございます。本日は、宜しくお願い

   します。

 3.杉山壽章：積ガバナー補佐、本日は、宜しくお

   願いします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等 

 ①富士宮西ロータリークラブ

　8月 7日 (金）納涼会の為　夜間例会に変更

　8月 14日(金）特別休会

　8月 21日(金）→24日(月）ガバナー公式訪問

  2クラブ合同例会の為　於：パテオン

 

2.報告・連絡事項

 ①納涼例会(会場：沼津東急ホテル、8月 6日(木))

　 と地区大会(会場：アピオ甲府、11月 8日(日)）

   の青表紙を、各テーブルにおきますので、ご記 

   入をお願いします。

 ②国際ロータリー日本事務局より、8月のロータリ

   ーレート1ドル＝94円の連絡が入りました。

ガバナー補佐挨拶

RI第2620 地区

静岡第3分区

ガバナー補佐 積 惟貞様

　本日は、ガバナー補佐の最初のクラブ訪問とし

てご挨拶を兼ねて参りました。　

　今年度、RI会長、ジョン・ケニーの「ロータ

リーの未来はあなたの手の中に」のテーマに沿っ

て飯田ガバナーは「明るく元気の良いロータリー

を心掛けましょう」と呼びかけておられます。

　RIの方針、プラスポリオ、水、保健と飢餓、識

字率向上の運動には、今後も可能な限り協力する

ことは勿論ですが、特に飯田ガバナーが強調され

ているのは職業奉仕を確認するということであり

ます。近年、CLP導入推進に伴って希薄なものと

なりがちな職業奉仕の意識付けをクラブにもロー

タリアンにもしっかりと持っていただきたい。そ

れが、飯田年度の最重要課題であると認識いたし

ますので、そのあたりを念頭に協議会で議論して

いただけると有り難いと思います。

　そのためクラブの中に研修リーダーを作り、ク

ラブの勉強会などに参加し、議論を深めていただ

きたい、情報委員会の中にリーダーを作られるの

も一つの方法ではないかと思います。また、クラ

ブの活力は会員が増加して初めて成り立ちま

す。RI会長も国際協議会の挨拶の中で、「RIは

クラブやロータリアンに何も指示することはな

い。ただ、年度始めより終わりの時に会員が増加

しているように。」と述べています。飯田ガバ

ナーも同じだと思います。明るく元気の良いクラ

ブ作りのためにも会員増強を御願いいたします。

　本日は協議会にご一緒させていただき、ガバ

ナー公式訪問の際の参考にしたいと思っておりま

すので、よろしく御お願いします。　

　

クラブ協議会　

　

　本日のクラブ協議会は、井

上会長の議事進行のもと、年

次計画について協議をいたし

ました。

　

  各委員会ごとに年次計画を発表し、その後、積

ガバナー補佐より講評をいただきました。特にイ

ンターアクトクラブの運営について、貴重なアド

バイスをいただきました。　
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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

 

井上武雄　会長　

今月は、第2620地区の各委員会のセミナーが

開かれております。

7月 25日（土）甲府市常盤ホテルに於いて、

地区ロータリー財団セミナーが開催され、ロータ

リー財団委員長、渡邉亀一君にセミナー出席して

いただきました。ご苦労様でございます。

また、7月 26日（日）には、甲府市ベルクラ

シック甲府に於いて、地区会員増強・維持セミ

ナーが開催され、会員増強維持委員長、鈴木泰次

君に出席していただきました。

休日に、また、沼津のお祭りの日に重なって

しまいまして、誠に申し訳なく、ご苦労様でし

た。お二人には、心より感謝すると共に、本当に

ありがとうございました。

本日は、前年度事業・決算報告、そして、前

年度の優秀出席表彰があります。前年度の総括に

なりますので、前年度会長幹事ならびに、各委員

会の皆様、宜しくお願いします。

本日は、お礼とご報告になりましたが、本日

のクラブ協議会の進行を宜しくお願いしまして、

挨拶にかえさせて、いただきます。

8 8 月のプログラム月のプログラム

864回　　　　18:30　沼津東急ホテル　納涼例会

8月 06日(木)　クラブ管理運営　 夜間移動例会

　　　　　　　理事会

8月 13日(木)  裁量休会

865回      　18:30　ブケ東海　会員卓話　

8月 20日(木)  会員増強維持委員会　夜間例会

866回     　 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

8月 27日(木)  インターアクトについて

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター
　無し

★出席報告（会員総数23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

863回 23名 20名 - 86.96%

861回 23名 17名 4名 91.30%

●欠席者(3名)

　大池省吾、杉山真一、渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　鈴木良則、芹澤和子（7/24　米山梅吉記念館）

　渡邉亀一（7/25　地区ロータリー財団セミナー）

　鈴木泰次（7/26　地区会員増強・維持セミナー）

　杉山真一、成田みちよ（7/28　沼津北RC）

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第863 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 5号

2009年 7月 30日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会 前年度事業･決算報告、出席表彰

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

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
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●スマイル報告

 1.井上武雄：出席表彰、おめでとうございます。

　 本年度も、皆様、頑張りましょう。

 2.杉山壽章：鈴木博行さん、25年ごくろうさん。

 3.鈴木博行：出席表彰、ありがとう。25年100%。

 4.鈴木泰次：出席表彰、ありがとうございます。

 5.栗原侑男：出席表彰、ありがとうございます。

   15年と年間です。

 6.久松　但：出席表彰、ありがとうございます。

 7.芹澤貞治：出席表彰、ありがとうございます。

 8.杉山　了：出席表彰、有難う御座います。

 9.植松　正：出席表彰、ありがとうございます。

10.本村文一：いつも、出席表彰されず、すみませ

    ん。

11.芹澤和子：7月26日ペアーゴルフに参加しました

   。ショットが定まらずに、尾島さんに、迷惑か

　 けました。3オーバーで、8位でした。

12.成田みちよ：無断欠席、すみませんでした。

13.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 

  ありません。

2.報告・連絡事項

 ①次週の納涼例会の出欠席を、受付にて記入して

　 ください。

 ②次週は、沼津東急ホテルに於いて移動例会です。

   間違えないようにお願いします。例会場3F、ビ

   アホール4Fです。

 ③上期会費の納入がまだの方は、7月 31日までに

   振込みをお願いします。

 ④地区大会の青表紙を各テーブルに置きますので、

   記入をお願いします。

出席表彰 

●ホームクラブ 100%出席

　栗原侑男、鈴木泰次

●100%出席

　鈴木博行（通算25年）

　栗原侑男（通算15年）

　久松　但（最多出席）

　宮島賢次、芹澤貞治、杉山　了、鈴木泰次、

　植松　正　　

クラブ協議会　

　

　

　鈴木前年度会長

　久松前年度幹事

　事業活動報告書に基づいて、前年度の活動報告

を行っていただきました。

　クラブ管理運営委員会からは、プログラム・出

席・親睦活動について、クラブ広報委員会からは、

会報・広報・雑誌について報告がありました。

　会員増強維持委員会からは、4人の入会があっ

たものの5人の退会により純減 1名となった旨、

報告がありました。

　奉仕プロジェクト委員会からは、委員長の交代

により職業奉仕については思うような活動ができ

なかった一方、社会奉仕については継続事業を

行ったこと、国際奉仕についてはベトナムの小学

校への文房具の贈呈について報告がありました。

　ロータリー財団委員会からは財団及び米山奨学

会への寄付について報告がありました。

　SAAからは例会での活動、テーブル会について

報告がありました。

　その後、会計報告が行われ、資金的には前年度

より約 40万円増加した旨報告がありました。

　鈴木泰次前会長からは、1年間無事に委員会活

動が行われたことに対して、感謝と労いの発言が

ありました。

　しかし、今年度からのインターアクトクラブの

活動を考えると、会員増強の必要性も強調しまし

た。

　以上をもって、クラブ協議会での前年度事業報

告を終了しました。　　（文責　久松　但君）




