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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：12:30

　　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

本日は、鯉の放流例会です。奉仕プロジェク

ト委員会の皆様、よろしくお願いします。

　本年度より、鯉の放流の時期を 4月から 11月

に変更しました為、平成 21年度として 2回やる

様な感覚になってしまいますが、鯉のサイズも大

きくなり、きっと沼川の定着率が上がって良い結

果が出るのではないかと、期待をしています。

　河の美化と浄化目的の奉仕事業ですが、長く継

続していくことは、大変大切なことと思います。

又、沼津西ロータリークラブの環境に対する事業

として、色々な所でお話を出来る事業として胸を

張っても良いことではないでしょうか。

　年に 2回、千本浜遊歩道清掃活動とともに行わ

れる奉仕事業ですが、長く継続していくことが、

何より大事なことと思っています。長く続けるこ

とは大変なことですが、皆様の協力のお陰で本年

度も無事に取り行えることを、感謝させていただ

きます。

11 月のプログラム

877回　　　　12:30　ブケ東海　会員卓話　

11月 12日(木) 渡邉亀一君　理事会

878回　　　　18:30　ブケ東海　地区大会報告 

11月 19日(木) 会長・幹事・新会員　夜間

879回　　　　12:30　ブケ東海　会員卓話 

11月 26日(木) 大村保二君                  

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター

 なし

★出席報告（会員総数23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

876回 23名 21名 - 91.30%

874回 23名 19名 1名 86.96%

●欠席者 (2名)

 杉山了、土佐通孝

●他クラブへの出席者

 なし

●スマイル報告

1.井上武雄：鯉の放流の移動例会、ご苦労様です。

2.鈴木良則：今年の鯉が、長く生息します様に。 

3.名古良輔：学校検診のため、早退します。

4.尾島康夫：10月は休みが多くてすみません。

5.成田みちよ：欠席が長くなり申し訳ありません 

　でした。

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 

　11月 03日（火）祝日休会   

2.報告・連絡事項 

①地区大会（11月 08日）に参加される方はＡＭ　

　6：20にブケ東海に集合してください。6：30出

　発します。御殿場経由で会場（山梨県立県民文化

　ホール）には8：30着の予定です。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 尾島康夫

◆◆第876 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 18号

2009年 11月 05日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

　■鯉の放流　奉仕プロジェクト委員会■　

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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鯉 の 放 流

　年一度の原町商工会館での例会も今年で14回目

を数え、月日の経つのが早いと感じたのは、私一人

ではないと思います。鯉の放流も今年で13回目に

なるかと思います。

　最初(16年前位)は原町の老人会の方々と一緒に、

川の周辺の清掃に共に汗を流したものでした。又、

原小の児童より川の美化の標語を募集し、三角柱の

大きな看板に入賞作品を掲載し、児童の啓蒙をした

のが思い出されます。

　その看板もだいぶ錆が付いて、それなりの歴史を

感じる様になってきました。その後も数年は老人会

と又、児童達と共に奉仕をしておりましたが、丁度

今までの活動の時期が地域の清掃活動の直後でゴミ

も少なく効果が少なくなった事もあり、清掃は止め、

鯉の放流に力を注いで今日に至りました。

　

　今年は、30～40cmの鯉約 100匹を原小の児童 12

名が、手づかみで沼川に一匹一匹を放流、子供たち

にとっては一生の思い出となり、川の美化の大切さ

を心に刻んだ事と思います。そして、環境に配慮す

る大人になってくれる事を願い、この奉仕プロジェ

クトが長く続く事を希望しました。

         （奉仕プロジェクト委員長　芹澤 貞治）

　　　　全体集合写真

　　　　　　　　　　　　　鯉の放流風景

インターアクト情報

　加藤学園インターアクト第 2回例会

 【今後の活動計画】

　11月 8日  

　　2620地区大会に

　　出席 

　(先生1人・生徒 2名)

　11月 12日 

　　沼津市一斉清掃に参加

  　ルート①　加藤学園→大岡駅まで

　　ルート②　加藤学園→沼津駅まで 

　　以上のゴミ拾い 参加 15名　PM16：30出発

  12月 赤い羽根、もしくは緑の羽根による募金

　　活動

  12月 13日 インターアクト指導者講習会に出席

　　(先生1人・生徒 4名)

   1月 外国に物品を送るための品物を募集

   2月 富士にある盲導犬施設を見学

   3月 学校内の清掃活動

●宮島・芹澤二人で11月 5日第2回例会に出席

例会後、アドバイスを求められ発言。4名の新会

員の入会もあり、今後の活躍が楽しみである。

　又、11月 19(木)には、FM放送K-MIXに生徒 2

名が出演、時間は PM16:30前後、約 5分間。イン

ターアクトについての話をする予定との事。

（奉仕プロジェクト委員長　芹澤 貞治）

編 集 後 記　
　
　先週米国大リーグのワールドシリーズでニュー
ヨークヤンキーズが優勝し、松井秀喜選手がＭＶ
Ｐを受賞しました。大リーグは、30チームが年間
162試合のレギュラーシーズンを戦い、8チーム
がプレイオフに進出し、その中でアリーグとナリ
ーグの覇者がワールドシリーズに進出して優勝を
決める、大変長い戦いです。最近の日本のプロ野
球もこのメジャーリーグのシステムを取り入れ、
日本シリーズで盛り上がりを見せています。
　
　米国では地域色が強く、俺が町のチームの熱狂
的ファンが多く、この期間は米国中が最高の盛り
上がりを見せます。このワールドシリーズで最高
の活躍をしたＭＶＰを日本人選手が受賞するとは、
大変驚いたのと日本人として大きな誇りに思いま
す。また、シアトルマリナーズのイチロー選手は
長い大リーグの歴史を塗り替える働きをしていま
す。
　
　彼らの素晴らしい結果は、日頃からの絶え間ぬ努
力の積み重ねで、体力的に劣っている日本人がこの
ような結果を出せたものと思います。
　口で言うのは、た易いですが、彼らのように努力
をしなければと思ったところです。

（文責　尾島康夫）
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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：12:30

　　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　

  11月は、ロータリー財団月間です。

　国際ロータリーのロータリー財団は、1917年に

基金として発足し、1928年国際大会でロータリー

財団と名付けられ1983年に米国イリノイ州の法

令下に非常利財団法人となりました。

　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康

状態を改善し教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通じて世界理解、親善、平和を達成する

ことです。

　プログラムとしては、ロータリー財団国際親善

奨学金、大学教員のためのロータリー補助金、国

際問題研究の為のロータリーセンター、研究グル

ープ、交換（GSE）、地区補助金、ポリオプラス、

災害復興、等々があります。

　後程、会員卓話にて、ロータリー財団委員長の

渡邉亀一さんより、詳しくお話があると思います

ので、宜しくお願いします。

　月間のテーマの時期に、ロータリー財団の活動、

内容等を確認し、理解し、見つめ直す事も、必要

ではないでしょうか。

　ロータリーの友11月号に、RI会長より、メッ

セージ、ロータリー財団の未来が指定記事になっ

ています。是非、一読の程、宜しくお願いします。

11月のプログラム

878回　18:30   ブケ東海　地区大会報告 

11月 19日(木)　会長幹事・新会員　夜間例会

879回　12:30　ブケ東海　会員卓話　大村保二君 

11月 26日(木)

12月のプログラム

880回  12:30　ブケ東海　外部卓話 

12月 03日(木)　沼津税務署長　秋山泰男様　

881回  12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

12月 10日(木)　下期活動計画　理事会

882回  18:30　ブケ東海　クリスマス例会 

12月 18日(金)  曜日変更　夜間例会 

883回  12:30　ブケ東海　沼津市長　栗原裕康様 

12月 24日(木)　友人同伴例会

12月 31日(木)　裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

なし

●ビジター

 1.若林庸道様：沼津北 RC

 2.白鳥　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

877回 23名 21名 - 91.30%

875回 23名 19名 0名 82.61%

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 尾島康夫

◆◆第877 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 19号

2009年 11月 12日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

　■ 会員卓話　渡邉亀一君　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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●欠席者 (2名) 　

　成田みちよ、杉山　了

●スマイル報告

1.本村文一：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.鈴木泰次：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.久松　但：妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

4.鈴木良則：家族に誕生日のお祝いを頂き、ありがとう

　ございます。

5.植松　正：妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

6.鈴木良則：今晩の NHKたっぷり静岡で、大村さんが、 

出演します。お楽しみに

7.井上武雄：ロータリー財団委員長、渡邉亀一様、本日、

  卓話、宜しくお願いします。

8.杉山壽章：渡邉様、今日の卓話、お願いします。

9.本村文一：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地区大会に参加された方、ご苦労様でした。 

②例会後理事会があります。（理事の方はよろしくお

  願いします。）                         

理 事 会 報 告

1.報告事項

　なし

2.協議事項 

① 12月プログラム　クラブ管理委員長　久松但君、 

  プログラム担当　杉山壽章君　 

　友人同伴の例会を12月 3日から12月 24日に変更 

  した上、提案どおり承認する。

②クリスマス家族例会予算検討  クラブ管理委員長　

　久松　但君

　　　　【　収　入　】 　　　　　【　支　 出　】

　会員　　7,000×23＝161,000　食事  6,000×35 ＝210,000 

　夫人　　3,000×10＝ 30,000　　　　2,000×10 ＝ 20,000 

　子供　　1,000×10＝ 10,000　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 1,000×10＝ 10,000 

　食事代　2,000×23＝ 46,000　ピアノ代　         10,000 

　委員会より 　 　  　  53,000    アトラクション  　       50,000   

  合　計　　　 　    300,000　合　計            300,000 

③ 20周年記念の実行委員長の選出 

・芹澤貞治君を選任した。 

④ 20周年記念の日程（平成23年 5月・6月の日曜

日）

　及び場所については実行委員長に一任。 

・承認する。（第1候補日は平成23年 5月 29日） 

⑤新年会は平成22年 1月 9日（土）、宿泊付で開催

　する（金額未定）。宿泊場所は、はなぶさの予定。

・承認する

卓 話　 

 

ロータリー財団

  月間にちなんで 

 渡邉 亀一君　 

  7月に行われた財団セミ
ナーについては報告済み

ですので、今日は包括的に、見た部分、或いは私が感
じ見たことが、お話が出来ればと思っております。

　ロータリー財団の寄付には大きく分けて3つありま
す。恒久基金への寄付、私達が一人100ドルを拠出し
ている年次寄付、ポリオなどの使途指定寄付がそれに
当たるわけです。その行方は、国際財団活動資金、地
区財団活動資金、指定された寄付のポリオ撲滅資金な
どで御座います。このような事は、私が申し述べるま
でも無く、ロータリー情報マニュアルなどで、皆様ご
承知の通りで御座います。
　
　それでは、クラブで参画できる財団プログラムは何
かと申しますと、①国際親善奨学生の推薦、②地区補
助金による社会奉仕活動、③マッチング・グラントに
よる海外支援、④ GSEメンバーの推薦及び受け入れで
す。勿論すべてに参画できることがベストでありまし
ょうが、そう簡単に出来るものではありません。①・
②、は私達のような小さなクラブでも実績を残せるの
ではないかと思うところも御座います。

　寄付金については、プログラムを支える重要な資金
でありますので、その資金源となる会員の増強・維持
に力を注ぐ訳であります。私が西ロータリークラブに
入会した頃は、2,620地区の会員数は 4,500名ほどい
たと思います。しかし、今期の期首会員数は3,221名
と報告されています。これ程までに減少した原因は、
景気の動向だけではないように感じております。働き
手の比率を示す人口ボーナス「働き手が、養われる
人々の何倍いるか、という考え方」の指数が2を超え
る期間が、ボーナス期といわれています。国の生産年
齢人口（15歳から64歳まで）を従属人口（14歳以下
と65歳以上）で割って算出する。

　日本の人口ボーナスの指数が、1990年に 2.3の
ピークをつけて以来、減少を続けています。これは、
世の中の変化や経済の変動で起きたのではなく、人口
推移であって避けられないことです。当地区のロータ
リー会員数も93・94年にピークをつけてその後、減
少に転じ続けていることに因果関係があるように思う
訳です。

井上（⑤）

10月分出席一覧
久松(３、２) 栗原(４、１) 宮島(⑤)＋１ 宮口(　４　) 本村(　２　) 名古( ⑤　)

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

植松(　⑤　) 渡辺(　⑤　)

例会出席％　80.87　% 地区報告％　85.22　　%

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
(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 

11月になると、すっかり秋を感じる時期にな

りましたね。普段なにげなく通り過ぎる河原や野

山が紅葉し、色づくとつい立ち止まり景色をみた

り、きれいだなぁと感じたり、物思いにふけるそ

んな時間を与えてくれるときですね。しかし、そ

の場所は、自分が住んでいる所だったり、身近な

所なんですよね。だから、この時期に我が身を振

り返ることや、反省をすることが出来るのだろう

と思います。

 

 西ロータリークラブに入会して7年3ヶ月に成り

ましたが、クラブ内での役割や自分は何をやらな

ければならないのか、又、何が出来るのかをよく

考え見つめ返して、今後の、クラブ活動に努力し

て行くつもりですので、皆様、御協力の程、宜し

くお願い申し上げます。

11月のプログラム

879回　12:30   ブケ東海　地区大会報告 

11月 26日(木)　会長幹事・新会員　夜間例会

12月のプログラム

880回  12:30　ブケ東海　外部卓話 

12月 03日(木)　沼津税務署長　秋山泰男様　

881回  12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

12月 10日(木)　下期活動計画　理事会

12月のプログラム

882回  18:30　ブケ東海　クリスマス例会 

12月 18日(金)  曜日変更　夜間例会 

883回  12:30　ブケ東海　沼津市長　栗原裕康様 

12月 24日(木)　友人同伴例会

12月 31日(木)　裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター

　なし

★出席報告（会員総数23名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

878回 23名 17名 - 73.91%

876回 23名 21名 0名 91.30%

●欠席者 (6名)

 久松　但、宮口雅仁、本村文一、成田みちよ

 芹澤和子、杉山　了

●他クラブへの出席者

  なし

●スマイル報告

1.大村保二：先週TV見ていただき、ありがとうご
  ざいました。
2.井上武雄：本日、大村さん、卓話よろしくお願い
  申し上げます。
3.土佐通孝：バッジを忘れました。申し訳御座いま
  せん。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 尾島康夫

◆◆第878例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 20号

2009年 11月 19日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

　■会員卓話　大村保二君 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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幹 事 報 告 

1.他クラブの例会変更等 

①富士宮ロータリークラブ

　11月 23日（月）祝日休会

　12月 31日（月）→05日（土）ファミリー忘年会 

②吉原ロータリークラブ 

　12月 17日（木）忘年家族会の為、点鐘17：30　

  於：ホワイトパレス     

　12月 31日（木）特別休会　MUはありません。

                        

2.報告・連絡事項 

①ガバナー事務所より 

　地区大会の御礼が届いています。

②クリスマス例会(12/18）・会員増強例会　

　（12/24）・ 新年会(1/9）の青表紙を各テーブル

　に置きますのでご 記入ください。また1月 9日は

　ゴルフ後はなぶさで例会を行い泊りになります。 

③ 12月 10日(木)のクラブ協議会の「下期活動計画」

  の原稿を次週26日(木)までに、事務局に提出して

  下さい。宜しくお願いします。

  
卓　話

九死に一生の思い出

大村　保二君　

　私は、数年前、九死に一生の恩い出の出来事があ
りました。

  一つは、交通事故でした。国道一号線の追い越し

車線を、走っていた時です。前方に、大型トレーラ

ーが、車線を変更し、追い越し車線に移ったその瞬

間、何か棒のような物が跳ねたような気がしました。

と、そのとき、私の車の助手席で「ガチャン」とも

のすごい音を立てて何かが突き刺さったのです。

　後でわかったことですが、何と1.8mもの鉄の角材

でした。その衝撃は凄まじくフロントガラスを突き

破って、運転席の前のボードに突き刺さりました。

私は、とっさの判断で急プレーキをかけ、止まった

ところ、後方を走ってきた大型トラックがもう少し

で追突をするところでした。

　そのときは無我夢中で車を道路の脇に寄りながら

近くの修理屋さんに運んだのですが、次第に足が震

えてきました。もし、ぷっかる位置が少しズレてい

たら、もし落ちてくる角度がズレていたならと思う

と、生きた心地がしませんでした。

　もう一つは、工場の火災です。これも、忘れるこ

との出来ない出来事でした。自宅の敷地内にある工

場から、火災が発生しました。

　「火事だ」の声で駆けつけたときは、まだ火の気

は小さくとっさに消えると思いました。近くにある

水道の蛇ロにバケツを置き、必死に消そうとしまし

た。今、思えば焦っていたせいでバケツに水が少し

たまれぱすぐ火に向かってかけていました。焦れぱ

焦るほど、次第に火の勢いが強くなり、"あっ"いう

間に広がっていきました。

　消防車が駆けつけてくれたころは、火の海となっ

て全焼してしまいました。

　これらのことを通して私は、これまで、生かして

いただいた感謝の気持ちを持って、これからの人生、

世のため、人のため、社会のために、微力ではあり

ますが努力していきたいと思います。

編 集 後 記　

　

　ETCの休日割引だが、個人的な意見を述べたい。

家族を愛媛に残し単身赴任している者として大変助

かっている。愛媛新居浜の自宅まで沼津から片道約

700Km、通常の高速料金だと約 18000円かかっていた

ところが、3100円で帰れる。これまで5月の GW、8

月盆休み、9月の SW、11月の3連休に車で帰った。

　

　休日の割引という事で、この機会に車で遠出をす

る人も当然増える、したがって通常 9時間かかるとこ

ろが、大渋滞に巻き込まれ12-16時間かかる。一人で

12時間以上も渋滞の中を運転するのは本当に疲れる

が、金額が安いので文句は言えない。民主党は、高

速料金を無料にするとの事だが、無料でなくてもい

いから、現状の休日だけの割引でなく普通の日にも

広げてほしいものだ。

　

　高速の SAには人が溢れており、確実に消費は増加

していると思える。また遠距離を走行する車が増え

るので車の需要・販売も増加し、日本経済の活性に

繋がると思う。

　いずれにしても早期の日本の景気回復を期待した

い。

（文責　尾島康夫）
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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：12:30

　　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回会長、幹事会の報告につい

て、少々お話をさせて頂きたいと思います。 11

月 14日（土）11:00より、沼津東急ホテルにて、

静岡第3分区第3回目の会長、幹事会が取り行わ

れました。

　議題として

①ガバナー公式訪問を終えて 

②ガバナー補佐期末訪問について 

③ IMについて、

④次回第4回会長、幹事会の予定について

  第 4回会長、幹事会は平成22年 6月 12日（

土)18:00より、沼津東急ホテルにて新旧会長、幹

事会とのことです。

　以上の議題について、和やかな雰囲気の中で、

活発な意見の交換が行われました。各クラブにて、

会長さんより必ず連絡しておいて下さいとの事で

したので皆様にご連絡させて頂きます。

　まず社会奉仕委員会より、静岡県知事の川勝平

太様より静岡県として富士山を世界遺産へ登録し

たいと、地元富士宮地区クラブより1名のメンバ

ー選任してほしいとの依頼がありました。

　また、富士ロータリークラブ会長から次期ガバ

ナー補佐　磯西　昭様について、年齢85歳で、

若干健康面での不安もありますとの説明がありま

した。各クラブ訪問や卓話の際に代理の方になる

場合があると思いますが、よろしくお願いします

との事でした。

　IMについては、平成22年 2月 11日(木)に沼津

東急ホテルにて開催の予定です。

　12月 1日現在での各クラブ会員数にて全員登録

で、宜しくお願いしますとのお話でした。

　第3分区としては、会員数339名ですが目標と

して250名位の参加者を希望しているようです。

御協力をよろしくお願いしますと丁寧にお願いさ

れました。

　本日は、IMホストクラブであります、沼津ロー

タリークラブよりガバナー補佐  積　惟貞様、山

口和一様が、おみえになっております。後程、ご

案内のご挨拶の程、宜しくお願い申し上げます。

　

12月のプログラム

880回  12:30　ブケ東海　外部卓話 

12月 03日(木)　沼津税務署長　秋山泰男様　

881回  12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

12月 10日(木)　下期活動計画　理事会

882回  18:30　ブケ東海　クリスマス例会 

12月 18日(金)  曜日変更　夜間例会 

883回  12:30　ブケ東海　沼津市長　栗原裕康様 

12月 24日(木)　友人同伴例会

12月 31日(木)　裁量休会

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 尾島康夫

◆◆第879例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 21号

2009年 11月 26日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

　■ 地区大会報告  会長・幹事 ■

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.積　惟貞様：沼津 RC（静岡第 3分区ガバナー補佐）

2.山口和一様：沼津 RC

3.若林庸道様：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

879回 23名 18名 - 78.26%

877回 23名 21名 0名 91.30%

●欠席者 (5名)

 久松　但、本村文一、杉山　了、鈴木博行、      

 土佐通孝

●他クラブへの出席者

 井上武雄、杉山壽章（11/14　会長、幹事会）

 井上武雄、鈴木博行（11/25　沼津北RC） 

 久松　但（11/26　浜松南RC）  

 本村文一（11/26　名古屋瑞穂RC）

●スマイル報告

1.芹澤貞治：入会記念のお祝い、ありがとうござい 

  ます。

2.芹澤和子：入会して4年になりました。皆様に感謝 

  します。

3.鈴木良則：皆様、インフルエンザ、大丈夫ですか。

4.井上武雄：沼津 RC、ガバナー補佐積惟貞様、山口

  和一様、御苦労様でございます。宜しくお願いし

  ます。

5.重光　純：遅刻して、すみません。

6.尾島康夫：所用につき、早退させていただきます。

7.成田みちよ：所用につき、早退させていただきま 

  す。

8.重光　純：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ガバナー事務所より 

　12月のロータリーレート、1ドル＝90円とのお知ら

せが入りました。                              

② 12月 10日(木)のクラブ協議会の「下期活動計画」

　の原稿を本日中に事務局に提出して下さい。 

③クリスマス例会(12/18）・会員増強例会  

 （12/24）・新年会(1/9）の青表紙を各テーブルに

  置きますのでご記入ください。又 1月 9日はゴルフ

  後はなぶさで例会で泊りになります。 

④沼津ロータリークラブより平成22年 2月 11日のIM

  の参加協力がありましたのでよろしくお願いしま

  す。又、青表紙を各テーブルに置いてありますの

  で記入して下さいお願いします。 

           

卓　話

地区大会報告　井上　武雄会長  

　11月 7日(土)沼津駅より13:38発に乗車して、甲府

に15:56に着きました。

　沼津北、沼津柿田川、西クラブの会長3名にて、一

緒に出掛けました。電車で出掛けることは、久し振り

の事なので、紅葉は綺麗に山を色どっているかなど期

待しながら、旅気分で出掛けました。

　各駅に止まりながら、風景をみるのも、又、楽しい

思い出になりました。

　16:30からの開会でしたので、時間的には、ピッタ

リ間に合いました。

　RI会長代理である菅生浩三さんが、紹介されました。

「ロータリー随想」の著者で、書の中では人物を知り

得ることは出来ましたが、本人に会うのは初めてでし

た。ゆっくりとはっきりしたお話の仕方で、相手を下

に置かない姿勢は人の心を離さず、ただ、ただ感心さ

せられるばかりでした。

  お人柄を紹介する中で一例をあげますと、「まず最

初に、8月11日静岡県全域に駿河湾を震源とする最大

震度 6弱の地震があり、多数の建物の損壊、重軽傷者、

高速道路の一部崩落その他の被害が発生しました事に

対し、心からお見舞いを申し上げます。」と始まり、

「ご縁があって、このような立派な地区に、お伺いし、
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ガバナーはじめ地区の皆々様に親しくお目にかかり、

心行くまで、語り合える機会を与えられましたこと

を、心から感謝いたします。」との挨拶で終わりま

した。

　

　お話の中に「心」を語っておられ、ロータリアン

としての心構え、ロータリーとしての心の持ち方を

語っておられました。

　2009-2010年度、地区大会において、ロータリアン

の心について、教えを受けた様な気がして人の温か

さに触れて豊かな気持ちになれた地区大会になりま

した。本会は、とても思い出に残る大会になったこ

とを、感謝させて頂きたいと思います。

-------------------------------------------------------

地区大会報告　幹事　杉山寿章君

　11月 7日(土）・8日の2日間　会場　山梨県立県

民文化ホール、アピオ甲府。ホストクラブ：甲府シ

ティロータリークラブ・他コホストクラブ：7クラブ 

　当クラブの出席者は9名、柿田川クラブは10名で

参加しました。本来ならば幹事も2日間出席ですが今

回は会長だけ 2日間でした。

　ブケ東海を6:30分に出発し会場には8:40着きまし

た。いつもながら会場は熱気に包まれています。

9:40より飯田ガバナーの点鐘で始まりました。

　飯田ガバナー挨拶の中にいつも出てくる言葉が増

強と言う言葉です。又 81クラブが6月に1クラブ減

り80クラブになり、その中でも会員数最大のクラブ

は、浜松RCで102人、最少クラブは網代多賀 RCの7

人だそうです。両クラブ共大変元気なクラブで素晴

らしいと思ったそうですがやはり何といっても会員

数の少ないクラブは心配だそうです。当クラブも心

配をかけない様に会員を増やしましょう。

　RI会長代理菅生様は RI会長ジョン・ケニー氏から

当地区の地区大会に RI会長代理として妻と共に出席

するように要請されてきたようです。

　RI会長ジョン・ケニー氏の経歴の紹介、ケニー会

長は無類のサッカーファンで、ジェーン夫人はスコ

ットランド発祥のスポーツ・カーリングを得意とさ

れているとの事です。ケニー会長の本年度のテーマ

は「ロータリーの未来はあなたの手の中に」であり、

言葉を換えれば、「ロータリアン一人ひとりがロー

タリーの未来に責任をもたなければならない。」と

云うことであると訴えています。現況報告の話があ

りました。又、お年が83歳と聞きましたが延々と40

分位原稿見ず話していました。

　11:30分ごろ加藤学園の浅井先生と生徒 2名（大村

・井出）が会場に到着し人数の多さに圧倒されてい

ました。午後から明野少年少女合唱団の素晴らしい

歌声を聞きました。新世代・国際親善プログラム活

動の報告・青少年交換学生の紹介後新世代委員会よ

り当クラブのインターアクトクラブ加藤学園の紹介

があったときは感動しました。感動ともに責任を感

じました。本会議で一番緊張した数分でした。

　最後になりましたが、朝早くから参加された皆様

ご苦労様でした。

編 集 後 記　

 

　盛り上がりを見せていた女子ゴルフ賞金女王争い

は、横峯さくらが最終戦での劇的な勝利で逆転賞金

女王に輝いた。最近の女子ゴルフ界は、若い女の子

の躍進が目立ち、競技レベルも向上しておりＴＶを

見ていても楽しい。11月 22日に香川県で行われたエ

リエール女子オープンに観戦に行ったが、選手の衣

装は華やかで大勢のギャラリーが取り囲むフェアウ

エーやグリーン上を歩く姿は、ステージの上に上が

る歌手のように見えた。見かけは普通の若い女の子

が、あれだけクラブを軽く振っているのによく飛ん

でいる。

　

　いかに我々が飛ばそうと思って力んでクラブを振

り回し、ロスをしているのかと思った。これを参考

にクラブを軽く振りボールを芯で捉える事を心がけ

ている。この成果もあって先日のロータリークラブ

のコンペで優勝させて頂いた、今後もボールを芯で

捉える効率の良いスイングを心がけたい。

（文責　尾島康夫）

　

　




