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例会場：沼津東急ホテル 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

 

井上武雄　会長　

本日は、広島原爆記念日です。心よりご冥福
を、お祈り申し上げます。

ある日の静岡新聞の一面に、『万引き被害「増
えた」規範意識低下、不況も影』との記事が載っ
ていました。

県内の小売店で万引き被害が増加し店舗経営に
も打撃を与えていることが、7月に実施した実態
調査で明らかになった、との内容です。

増加の背景には、以前から指摘されている「規
範意識低下」を挙げる声が多く、調査は県内全域
から任意に選んだスーパー、薬局、ホームセン
ター、コンビニエンスストア、書店など合計100
店舗で行われました。

この1年間で被害が「増えた」45.8%、「同程
度」34.4%、「減少した」はわずか7.3%。

被害額ベースで「2倍未満増加」45,5%、「2倍
～3倍」38.6%、「3倍以上」3店舗。

店舗経営に与える影響については、「非常に大
きく深刻」38.5%、「大きい」32.3%、計 70.8%。 
犯人は社会人が大多数で、夏休みに入ると青少年
の犯行が増えると警戒を強めているとのこと。

いやはや、社会人（大人）の規範意識も落ちぶ
れ、青少年（小人）達のお手本にすらなれない状
態なのかと嘆かざるを得ない状況です。

飯田祥雄第2620地区ガバナーは、本年度の
テーマに、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ことが出
来るならば、私達の人生は、より充実し生活は明
るく元気なものになるだろうと思う、と言ってお
られました。ほんとうに、この言葉をよく理解で
きた様に思います。

私達ロータリアンも世の中の道徳的規準に則り、
地域の子ども達の手本になれる様、襟をただした
生活態度にならなければいけない事だと思いまし
た。

8 8 月のプログラム月のプログラム

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

9 9 月のプログラム月のプログラム

867回　　　　 12:30　ブケ東海　

9月 3日(木)　 ロータリー財団委員会のセミナー

              について　渡辺亀一君　

          イニシエーションスピーチ　大池省吾君

868回　　　　 12:30　ブケ東海　会員卓話

9月 10日(木)　名古良輔君　理事会

869回　　　　 18:30 ブケ東海 クラブフォーラム

9月 17日(木)　インターアクト認証式リハーサル

　　　　　　　奉仕プロジェクト委員会　夜間例会

870回　　　   11:00 ブケ東海(会員は10:00集合) 

9月 23日(水)　インターアクト認証式 奉仕プロ

　　　　　　　ジェクト委員会 曜日変更 時間変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター
　8月 6日に、ブケ東海にて、記帳された方
 1.松岡達也様：沼津北RC
 2.吉岡宏之様：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

864回 23名 19名 - 82.61%

862回 23名 17名 3名 86.96%

●欠席者 (4名)

　久松　但、宮口雅仁、成田みちよ、鈴木良則

●スマイル報告

 1.M.Aテーブル：テーブル会、残金です。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 重光　純

◆◆第864 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 6号

2009年 8月 6日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

納涼例会 クラブ管理運営 夜間移動例会 理事会

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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幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①三島ロータリークラブ

　8月26日（水）→8月 29日（土）　夏の家族会

②三島西ロータリークラブ

　8月06日（木）→8月 9日（日）　夏の家族会

　8月13日（木）  特別休会

③せせらぎ三島ロータリークラブ

　8月14日（金）  特別休会

　8月21日（金）→8月 23日（土）　夏の家族会

④伊豆中央ロータリークラブ

　8月04日（火）  夏の家族会

　8月11日（火）  特別休会

⑤富士宮ロータリークラブ

　8月17日（月）　特別休会

　8月24日（月）　ガバナー公式訪問・2クラブ合 

　　　　　　　　　同例会

　9月21日（月）　祝日休会

　9月28日（月）　観月例会　例会場　未定

2.報告・連絡事項

①ガバナー事務所より

　ガバナー月信 8月号（P8）「GSE派遣メンバー推

　薦のお願い」で誤りがありました。

　お詫びいたしますとともに下記の通り訂正をお願

　い致します。

・応募書類提出期限 2009年 7月 31日（金）

　　　　　　　　　→2009年 8月末日に訂正

②次週13日（木）は裁量休会です。

理事会報告 

1.報告事項

　ありません。

2.協議事項

① 9月プログラム クラブ管理運営委員長 久松 

　但君　ブログラム担当 杉山壽章君

　クラブ管理運営委員会の原案どおりとする。

② 9～10月の座席表について　クラブ管理運営委

　員長 久松　但君、SAA 栗原侑男君

　誕生月とする。

③大池省吾君のクラブ組織配置の件

　クラブ管理運営委員と奉仕プロジェクト委員の

　兼務とすることにつき、承認する。

④ビジター食事代の領収書作成の件

　承認する。

3.その他

①沼津北RCとの合同例会における費用について 

井上武雄君

・10月 13日の沼津北RCとの合同例会（ガバナー

公式訪問）について、例会に先立つ会長幹事会の

会場を10時から2時間沼津東急ホテルを予約済み

ですが、その費用は沼津北RCと折半とし、10時

から11時までを沼津北RCが、11時から12時ま

でを当クラブが使用することになりました。

　なお、合同例会の費用につきましては、それぞ

れのクラブの参加人数に応じて計算するため、後

日精算する予定です。

②インターアクトクラブ認証伝達式の組織図につ

いて　芹澤貞治君

納涼例会　

　沼津東急ホテルのビアガーデンにおいて納涼例

会が行われ、杉山壽章君と杉山真一君がダンスに

挑戦するなど、楽しいひとときとなりました。
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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

 

井上武雄　会長　

本日は、親クラブであります沼津北ロータリ

ークラブ山本会長、清水幹事が、訪問してくださ

いました。どうぞ、ごゆっくりお過ごし下さい。

　8/11(火)静岡県を震源とするM5の地震があり

ました。びっくりしましたね。皆様、事故や怪我

など、ありませんでしたか。また、ご自宅、会社、

勤務先等、関係者を含めて、何もお変わりありま

せんでしたか。早朝5:00過ぎという時間帯も不幸

中の幸い?だったのですかね。いずれにしても、

大事無かったこと、大変良かったと思います。

　しかし、県内では、書棚が倒れて1名の方がお

亡くなりになったこと、残念なことですね。この

際、日常生活の内で、危険防止の為、再度点検見

直しをしなければと思いました。次に、余震とし

て考えられる期間が7日～10日後位が、一般的だ

そうで、最長30日後という記録もあるそうです。

同等クラスの余震がくると困りますね。備えあれ

ば憂いなしという諺の通り、これを機会に日頃の

安全対策を見返しする必要が有るかも知れません

ね。

　私事ですが、日頃、会社内、家族の連絡が随分

不十分なことに気がつきました。自分では、説明

してあると思っていた事も、確認してみると、理

解されていなかったり。相手ではなく、自分自身

に問題があり、うまい説明をしていなかったこと

に気が付きました。相手にどこまで、何をどのよ

うに連絡や相談をするかという、難しさはありま

すが、相手に合わせた説明をしなければならない

ということを自覚しました。

　本日は、会員増強維持委員会の卓話です。 

　7/26(日)のベルクラシック甲府に於いてのセミ

ナー報告等委員会からの、連絡事項、お願い事項

等もあると思います。会員増強維持委員会、後程

よろしくお願いします。

８月のプログラム８月のプログラム

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

9 9 月のプログラム月のプログラム

867回　　　　 12:30　ブケ東海　

9月 3日(木)　 ロータリー財団委員会のセミナー

              について　渡辺亀一君　

          イニシエーションスピーチ　大池省吾君

868回　　　　 12:30　ブケ東海　会員卓話

9月 10日(木)　名古良輔君　理事会

869回　　　　 18:30 ブケ東海 クラブフォーラム

9月 17日(木)　インターアクト認証式リハーサル

　　　　　　　奉仕プロジェクト委員会　夜間例会

870回　　　   11:00 ブケ東海(会員は 10:00集合) 

9月 23日(水)　インターアクト認証式 奉仕プロ

　　　　　　　ジェクト委員会 曜日変更 時間変更 

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 重光　純

◆◆第865 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 7号

2009年 8月 20日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

会員増強維持委員会　夜間例会

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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クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

 1．山本倫弘様：沼津北 RC

 2．清水　学様：沼津北 RC

 3．岩﨑逸三様：沼津北 RC

 4．太田昭二様：沼津柿田川 RC

★出席報告（会員総数 23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

865回 23名 17名 - 73.91%

863回 23名 20名 2名 95.65%

●欠席者 (6名)

　本村文一、名古良輔、大池省吾、芹澤和子、

　杉山壽章、鈴木良則

●他クラブへの出席者

　芹澤和子、鈴木良則（8/11 米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1．山本倫弘様（沼津北 RC）:1年間よろしくお願い 

   します。

2．清水学様（沼津北 RC）:1年間よろしくお願いし

   ます。

3．井上武雄：沼津北 RC山本会長、清水幹事、本日

   はありがとうございます。

4．成田みちよ：誕生日のお祝いありがとうござい

   ました。

5．鈴木泰次：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

   いました。

6.重光　純：入会記念日です。今後とも、よろしく

  お願いします。

7.杉山真一：成田みちよさん、誕生日おめでとうご

  ざいます。

8.インターアクトクラブ実行委員会：8/19インター

  アクトクラブ実行委員会残金です。

9.井上、植松、杉山真一、重光：納涼例会二次会の

  残金です。

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

　 9月 14日(月)　創立夜間例会 

　 9月 21日(月)　休会（敬老の日） 

 ②静岡南ロータリークラブ 

　 9月 29日(火)　観月会　

　　　　　　　　 於：日本平ホテル　18：00～

　 メークアップ  於：中島屋八幡ガーデンズ

　　　　　　　　 2階ロビー　11：30～12：30

 ③富士宮西ロータリークラブ 

　 9月 04日(金)　早朝例会　

　　　　　　　　 於：チサンC.C　7：30～

　 9月 11日(金)→10日(木)　12：30～ 

2．報告・連絡事項 

 ①ベトナム枯葉剤被害者支援の会に、75,000円の 

寄付をありがとうございました。　　　　

沼津北RC会長ご挨拶 

山本倫弘様　

沼津西ロータリークラブの会員の皆様、こんばんは。

  2009～2010年度沼津北ロータリークラブの会長を

務めさせて頂いております山本でございます。

  7月 7日の沼津北ロータリークラブの第2418回例

会には、井上会長・杉山幹事にご訪問を頂き、井上

会長にはご挨拶までして頂きました上に、多数のビ

ジターで、私の第一例会を盛り上げて頂き厚く御礼

申上げます。

　本日は、当クラブの清水幹事ともどもご挨拶にお

邪魔させていただきました。どうぞ1年間宜しくお

願い致します。

　9月 23日には・加藤学園高等学校インターアクト

クラブ認証状伝達式を開催されるとの事、沼津北

ロータリークラブ会員一同、心よりお慶び申し上げ

ます。

　さて、本年度は、久しぶりにガバナー公式訪問が

沼津西ロータリークラブと合同で東急ホテルにおい

て、10月 13日の火曜日に開催されます。5年位前で

しょうか、私が幹事をさせて頂いた年度、芹沢さん

が会長の年度は、ガバナー公式訪問を沼津西ロータ

リークラブの例会場であるブケ東海で開催致しまし
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た。今年度もその提案をしたのですが、井上会長に

一蹴されてしまいました。

　どうぞ多くの会員の皆様に参加して頂いて、楽し

い合同例会にさせて頂ければと思っております。当

クラブ会員全員が心よりお待ちしております。

　最後になりますが、井上会長、杉山幹事の下で沼

津西ロータリークラブが益々発展される事を祈念し

ております。

　以上で、挨拶を終りにさせて頂きます。どうも有

り難うございました。

会員卓話　

地区会員増強・維持セミナー報告　鈴木泰次君　

　7月 26日甲府市のベルクラッシック甲府にて、

「地区会員増強・維持セミナー」が開かれました。

出席者は飯田ガバナー、中山ガバナーエレクト、積

ガバナーノミニー、井上パストガバナー、宮川地区

委員長、各分区ガバナー補佐、それにクラブ会長、

増強委員長等の皆様が参加されました。

　はじめに、飯田ガバナーの挨拶がありました。要

約すると、『ここ十数年会員の減少が激しく、特に

2620地区は日本の中でも減少の激しい地区である。

会員のピークは1996年で 4609人。今年は3225人と

実に1384人の減少である。

　これは、ロータリーにおける、地区の活動、また

各クラブの活動の低下を意味している。クラブの活

動を考えると、ある程度の会員がいないと有意義な

活動が出来ないのではないかと思われる。それに、

職業奉仕を主な活動に挙げるロータリーにとって、

社会的にも損失である。』以上のような内容でした。

 次に宮川委員長より挨拶があり、『本日は、地区

より会員増強・維持のお願いをすることより、皆様

方のクラブに於いて行なわれている方法等の事例発

表、情報交換を主に行ないたい。』との話がありま

した。

　早速、せせらぎ三島RC(会員数 36+3名)より発表

がありました。内容の要旨は以下のとおりです。

①会員増強・維持に付いて、個々人の努力を引き出

す。個々人のやる気を起こすにはどうすればよいか。

②退会防止をいかにするか。退会防止に繋がるクラ

ブの雰囲気作りはどうするか。

以上2つの問題点を解決する方法として、メンバー

の2倍の例会を開く。それは、メンバーが必ず1人

を例会に連れてくる。（必ずしも候補者でなくても

良い）それにより、メンバーが多くなったときの雰

囲気味わうことが出来、増強に対する気持ちを高め

ることが出来る。同 RCに於いては、効果を上げる

ことが出来た、とのことです。

　次に、富士吉田RC（会員数 50+7名）の発表があ

りました。①知り合いに声を掛ける。②ロータリー

クラブの説明をしっかり行なう（会費,職業分類

等）。③夜間例会時に友を連れてくる(酒も出す)。

④退会防止には気の合いそうな人に対応してもらう。

以上のようなことの積み重ねで、効果を挙げること

が出来た、とのことです。

　その後、テーブルごと(11テーブル、各テーブル

9人前後)で討議を行ないましたが、殆どどこも同じ

ような事で悩み、同じような増強・維持活動を行っ

ているようです。

　いずれにしても、即効性の妙案はなく地道に活動

をしていくしかないように思われました。

編集後記　

　早いもので、今年も後半を迎えました。

　本格的なインフルエンザの流行シーズンに入った

そうですので、手洗いとうがいを励行して予防に努

めましょう。

（文責：重光）

宮島（ ⑤ ） 宮口（ ４ ）

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

久松(⑤)＋１ 井上(⑤)＋１ 栗原(　⑤　) 本村( ４　) 名古( ４　)

成田( ３,２ ） 大池(　２　) 大村( ２,２ ) 尾島(　４　) 芹澤貞(　⑤　) 芹澤和(4,1)＋1 重光（⑤）＋1
杉山了(４,１) 杉山真(4,1)＋1 杉山壽(⑤)＋１ 鈴木博(4,1)＋1 鈴木泰(⑤)＋1 鈴木良(３,２) 土佐( ４ )

植松(　⑤　) 渡辺( ３,２　)

例会出席％　83.19　% 地区報告％　93.81　　%

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

 

井上武雄　会長  

本日は、当クラブに加藤学園高等学校のイン

ターアクトクラブ担当の先生と会員の生徒さん

が、訪問してくださいました。沼津西RCを代表

して、心から歓迎いたします。どうぞ、ゆっく

り、そして、楽しんだ時間をお過ごし下さい。

少し、インターアクトの話をさせていただき

ます。インターアクトは、14歳から18歳までの

青少年を対象とする奉仕クラブで、世界110ヶ国

に存在し、約20万人の会員と8600以上のクラブ

を持ち若者の情熱と活気に満ちた奉仕活動です。

ロータリークラブが、それぞれのインターアクト

クラブを提唱します。インターアクトクラブは、

新しい友情を築き、地域社会を改善します。自身

の学校や地域社会に益をもたらし、奉仕のプロ

ジェクトを実施します。奉仕活動を通して人の為

に尽くす喜びが与えられます。また、ロータリー

クラブを通じて各専門職に関して学び自分の将来

を開拓する準備が出来ます。高齢者、障害を持っ

た児童その他、地域社会の人々に奉仕することで

他の文化を知ることが出来ます。

本日は、クラブフォーラムです。テーマは

「インターアクトについて」です。皆様の活発な

ご意見とご指導を承りたいと思います。どうぞ、

宜しくお願い申し上げます。

9 9 月のプログラム月のプログラム

867回　　　　 12:30　ブケ東海　

9月 3日(木)　 ロータリー財団委員会のセミナー

              について　渡辺亀一君　

          イニシエーションスピーチ　大池省吾君

868回　　　　 12:30　ブケ東海　会員卓話

9月 10日(木)　名古良輔君　理事会

869回　　　　 18:30 ブケ東海 クラブフォーラム

9月 17日(木)　インターアクト認証式リハーサル

　　　　　　　奉仕プロジェクト委員会　夜間例会

870回　　　   11:00 ブケ東海(会員は 9:30集合)　

9月 23日(水)　インターアクト認証式 奉仕プロ

　　　　　　　ジェクト委員会 曜日変更 時間変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

 1.松本英教様：加藤学園高等学校

 2.浅井健雄様：加藤学園高等学校

 3.大原明華様：加藤学園高等学校

 4.勝俣文菜様：加藤学園高等学校

●ビジター

 1.大塩秀樹様：沼津北 RC

 2.奈良橋　篤様：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

866回 23名 22名 - 95.65%

864回 23名 19名 2名 91.30%

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 重光　純

◆◆第866 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 8号

2009年 8月 27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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●欠席者 (1名)

　成田みちよ

●他クラブへの出席者

　鈴木良則（8/22　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.奈良橋　篤様（沼津北 RC）：よろしくお願いし 
ます。

2.名古良輔：誕生日のお祝いありがとうございま
す。

3.杉山　了：妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

4.井上武雄：入会記念日のお祝いありがとうござい
ます。

5.鈴木良則：インターアクト関係者の皆様を歓迎し
ます。

6.宮口雅仁：来月13日（日曜日）子供の披露宴に
出席宜しくお願い致します。西ロータリークラブ旧
会員含め 27名出席して頂く事となりました。お忙
しい中、どうも有難うございました。

7.杉山寿章：先日、休みまして、すみませんでし
た。

8.鈴木泰次：所用につき、早退させていただきま
す。

9.鈴木博行：所用につき、早退させていただきま
す。

10.インターアクト委員会、A・Dテーブル会：残金

です。

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クラブ管理運営委員会より9月度の受付担当の報

告を申し上げます。

・受付責任者：宮口君。

・受付補佐：土佐君。

・受付予備：尾島君。

　受付責任者はゲスト・ビジターの紹介。　

　受付補佐はスマイルの報告をお願いします。

② 9月 23日インターアクト認証式がありますので皆

様の協力をお願いします。

クラブフォーラム

インターアクトについて

井上武雄会長　

  本日のクラブフォーラムは、インターアクトに

ついてです。加藤学園高等学校インターアクトク

ラブ認証状伝達式にむけて、大会実行委員会が発

足しました。

  大会実行委員長より、日程、詳細説明を後程お

願いしたいと思います。

　幾度か、会合、打ち合わせを行いましたが、各

委員会、役割分担、内容等、全体にて、相談、打

ち合わせ事項も多々ありますので、

  皆様には、広く活発なご意見、ご指導を承りた

いと思いますので、宜しくお願いします。

幹事　杉山寿章　

　加藤学園高校から顧問の先生（2名）生徒（2

名）が参加して行われました。

　井上会長から今までの経緯の説明があり、実行

委員長の芹澤さんからクラブ認証状伝達式の組織

図が配布され各委員会の役割分担の説明を受け

た。

　また、インターアクトのCDを聞きながら全員

で合唱した。全員で協力して9月23日は成功させ

ましょう。

 目録内容

 ・インターアクト章（バッジ）40個

 ・インターアクト鐘一式

 ・インターアクトCD

 ・インターアクト歌の旗

 ・インターアクトの旗

 ・日章旗

  以上を加藤学園高校に寄贈します。

編集後記

　8月30日の総選挙で、民主党が大勝しました。

　正直なところ、今後の国政運営については不安を

禁じえませんが、今回の選挙が、政治に対する国民

の関心を高めるよい機会であったことは間違いなさ

そうです。

（文責：重光）




