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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　

1月度のクラブ協議会においては、各委員会

委員長ならび会員の皆様のおかげで無事に終了す

ることが出来ました。

ご協力の程、有難うございました。下期の活

動については、上期以上のご協力の程、宜しくお

願い申し上げます。

さて、1月 27日は、ロータリー追悼記念週間

とされております。1947年 1月 27日は、ロータ

リー創始者ポールハリスの命日でございます。

1989年 10月～11月のRI理事会において毎年

この1月 27日より物故ロータリアンの冥福を祈

り生前の貢献を記念する週間として、「追悼記念

週間」と指定しました。

その功績を讃える週間にしていただければと

思います。

　本日の卓話は、会員増強維持委員会により

ます、友人知人同伴例会の活動内容等報告となっ

ております。鈴木委員長、後程、宜しくお願いし

ます。

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

888回 22名 20名 - 90.91%

886回 22名 18名 0名 81.82%

●欠席者(2名)

  成田みちよ、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　芹澤和子（2/1沼津柿田川RC）

●スマイル報告

1.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

2.井上武雄：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

ます。

3.宮島賢次：入会記念日お祝いありがとうございま

す。8年生になります。

4.井上武雄：会員増強維持委員会、鈴木委員会卓

話、宜しくお願いします。

5.杉山壽章：ハイチ地震への義援金の協力、ありが

とうございました。

6.久松　但：所用につき、早退させていただきま

す。

7.Mテーブル：Mテーブルの残金です。

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888 例会　会長挨拶◆◆
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ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■
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2 2 月のプログラム月のプログラム

889回         13:00　沼津東急ホテル

02月11日(木)  静岡第3分区IM(沼津RC)

              理事会(12:00)

890回      　 18:30　三島プラザホテル

02月 15日(月) 2クラブ合同例会　クラブ管理運営

              委員会 夜間例会、曜日変更　

              沼津柿田川 RC担当 　

02月 25日(木) 裁量休会

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

　2月11日（木）特別休会

　2月14日（日）第2分区 IM　

　　　　　　　　於：ブケ東海三島　14：40～

2.報告・連絡事項

①次週は、沼津東急ホテルに於いて、13：00より静

岡第 3分区 IMです。また、12：00より理事会です

ので、理事の方は宜しくお願いします。

②ハイチ地震への義援金協力まだの方はよろしくお

願いします。

③ 2月 15日（月）の2クラブ合同例会は各自現地集

合です。また柿田川クラブの伊東幹事より、例会時

にはスマイルをお願いしますとの事です。二次会の

会費は@5,000円位だそうです。

会 員 卓 話

会員増強維持委員長　鈴木泰次君　

友人同伴例会についての協議

　本日は、去年12月 24日に行なわれました友人

同伴例会ついての参加者の印象、入会の可能性に

ついて、また会員の皆様に対して今回の企画がど

のように思われたか、全出席会員の皆様にご意

見・ご感想を伺いました。

　要約しますと、出席された友人の皆様の、ロー

タリー活動に対する理解が向上したこと。名刺交

換等により、出席者相互の親睦が進み、知り合い

が増えていくこと。卓話により、時期を得た知

識・教養が身に付くことなど、好意的に感じられ

た人が多くいたように思われました。

　当クラブへの入会については、『仕事等による

時間的制約。他の団体に入会している。他の社会

奉仕活動をしている等。』　総合的に考えると、

今すぐにロータリークラブに入会を希望する人は、

あまりいないように思われますが、近い将来には

何人かの人が入会の期待が持てるように思われま

した。

　会員の皆様方からも、今回の企画に対しご意

見・ご感想を伺いました。『ロータリーの広報活

動としても良いものがある。また、参加者が余り

気乗りしてないのに無理して、参加しているので

はないか。今回の企画はあまり効果が期待できな

いのではないか。入会を勧めるのではなく、入会

したくなるようなロータリークラブにしなければ

だめではないか。等のご意見もありました。大方

からは、今回の企画に対し好意的に受け止められ

ており、出来れば、回数はともかく、継続して効

果を挙げていくことが必要ではないか。』　以上

のようにいろいろなご意見を聞くことが出来まし

た。今後の増強活動に活かしていくことが大事だ

と思います。

　それを確実にしていくためには、参加者への日

ごろのアプローチがより一層大事に考えられます

ので、これからも個々人はもちろん、クラブに於

いてもどのようなアプローチが出来るか、皆で知

恵を絞り、一人でも多くの入会者を出すよう日ご

ろのご尽力をお願いいたします。
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例会場：沼津東急ホテル 例会日：毎週木曜日
　　　　(13:30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　

RI第 2620地区静岡第3分区IM(2009-2010年

度)が、ホストクラブ沼津ロータリークラブにお

いて、沼津東急ホテルにて開催されました。

ガバナー補佐積惟貞様により開会の点鐘がさ

れました。司会の石川秀雄様、鈴木愛美様のス

ムーズな進行がなされました。IMにむけて、実行

委員長の指導のもとに打ち合わせ、ミーティング

等、入念なる準備がなされた事と思います。

IM実行委員長の石渡保宣さんも「練習しまし

た。本日が本番です。」と開会前のお話の時に

言っていました。一つの目標の為に団結し、協力

をして、この日を迎えることが出来た沼津ロータ

リークラブの結束力の素晴らしさを感じた次第で

す。また。ロータリークラブの活動に全会員が一

同に協力して、努力していくことは、素晴らしい

ことと思います。

来賓の挨拶では、沼津市長、栗原裕康様の挨

拶も　大会に花を添えていただきました。沼津地

区、静岡県東部地区の抱負を語り、静岡第3分区

ロータリークラブ各位に対して日頃の奉仕活動、

社会奉仕の意義について、そして、ロータリー活

動への感謝の言葉を申し述べてくださいました。

たいへんありがたい言葉に感謝申し上げます。

本年度のIMテーマは「天職を護ろう」です。

記念講演として、落語家柳家小満ん師匠をお迎え

しての講演でした。とても楽しみにしていた企画

です。江戸落語を通して職業を考えるとの議題に

おいて、江戸時代における庶民の生活、生きざま

を「時そば」で紹介しその中にユーモアあふれる

日々の生活や行動、職業をおもしろおかしく語っ

てくださいました。落語が身近に感じ人々の毎日

の生活習慣や日常生活の中での人情、心を豊かな

表現において説明なされ、とても楽しい中身だっ

たと思います。

沼津地区での開催という事でもあり企画、内

容も素晴らしい有意義なIMになったと思いま

す。今回のIMにて得るものも素晴らしいものが

あり、立派なIM大会でした。ホストクラブであ

ります沼津ロータリークラブに心より感謝し、ま

た沼津ロータリークラブ会員の皆様に心より敬意

申し上げたいと思います。

２月のプログラム２月のプログラム

890回      　 18:30　三島プラザホテル

02月 15日(月) 2クラブ合同例会　クラブ管理運営

              委員会 夜間例会、曜日変更　

              沼津柿田川 RC担当 　

02月 25日(木) 裁量休会

３月のプログラム３月のプログラム

891回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話

3月4日(木)　　　 　司法書士　三好勝晴様

892回　　　　12:30  ブケ東海　会員卓話

3月 11日(木)　　　　鈴木良則君　理事会

893回　　　　18:30　ブケ東海　PETS報告

3月 18日(木)　　　　次期会長・幹事　夜間例会

894回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話

3月 25日(木)　沼津市立髙等学校長　加地宗雄様

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889 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 31号

2010年 2月 11日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

静岡第3分区IM(沼津RC)

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

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

889回 22名 17名 - 77.27%

887回 22名 19名 0名 86.36%

●欠席者(5名)

宮島賢次、成田みちよ、尾島康夫、芹澤和子、土佐

通孝

●他クラブへの出席者　

鈴木良則、芹澤和子（2/6　米山梅吉記念館）

　

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①吉原ロータリークラブ

3月 11日（木）　吉原RC奨学会激励会の為　

　　　　　　　　於：ホワイトパレス　点鐘18:00

②新富士ロータリークラブ

　2月 16日（火）→11日（木）IMに振替　

　　　　　　　　於：沼津東急ホテル　13:00

　3月 02日（火）　特別休会

　3月 09日（火）→07日（日）　

　　　城ヶ崎と河津桜の見学　ウォーキング例会

　3月 30日（火）→27日（土）10：00～　

　　　大渕「富士楽寿園」蕎麦打ち施設訪問

　

③沼津北ロータリークラブ

　2月 16日（火）→11日（木）13：00～

　　　　　　　　静岡第3分区IMに振替　

　　　　　　　　於：沼津東急ホテル　

2.報告・連絡事項

① 2月 15日（月）は2クラブ合同例会です。

　また各自現地（三島プラザホテル）集合です。

　曜日変更・移動例会・夜間例会です。

　また柿田川クラブの伊東幹事より例会時にはスマ

イルをお願いしますとの事です。二次会の会費は

@4,000円～5,000円位だそうです。

理事会報告

1．報告事項

①ロータリー財団から寄付の依頼がありました。

　100ドル×22名×90円＝198,000円

② 3月 14日　PETSがあります。

2．協議事項

①平成 22年 3月度プログラム　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

・提案のとおり承認する。

② 3～4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

・提案のとおり承認する。

③会員増強維持委員会より 4月 15日の夜間例会を

友人例会にする件

前回同様友人の食事代は紹介会員の負担とするが、

今回に限り委員会予算で補填する。

・承認する

④インターアクト1泊国内研修(3月 27～28日)参

加の件

・参加者：当クラブから久松但君、加藤学園から

　　　　　11名の生徒と松本先生が参加予定

・参加費用は委員会予算から支払　

　　インタアクター＠1,000円×11名＝11,000円 

　　顧問教諭・ロータリアン＠3,000円×2名＝　

　　　　　　　6,000円

・承認する

⑤千本浜清掃を 4月 11日(日)とし、加藤学園にも

参加を要請する件

・承認する

静岡第３分区ＩＭ

　

　本日、静岡第3分区のIMが開催され、当クラブか

らは17名の会員が参加しました。
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井上（ ④ ）

-------------------------1月分出席一覧 -----------------------

久松(　④　) 栗原( ④ ) 宮島(　④　) 宮口(　３　) 本村(２，１） 名古( ３ )

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

渡辺(３，１)

例会出席％　82.95　% 地区報告％　85.23　　%

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。

　　　

　　　積椎貞ガバナー補佐による開会の点鐘

　　

　　　

　　　　　飯田祥雄ガバナーのご挨拶

　　　

　　　　　沼津市長の栗原裕康様のご挨拶

　　　　　柳家小満ん師匠の講演 

　　　演目はお馴染みの「時そば」と「寝床」

　懇親会のアトラクションでは BOSSA FANTASIA

　　(ボッサ ファンタジア)の演奏を聴かせて

　　いただきました

　　　　　　最後は恒例の手に手つないで
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例会場：三島プラザホテル 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　

2月は「世界理解推進月間」とされておりま

す。1905年 2月 23日は、ポール・ハリス、ガス

ターバス・ローア、シルベスター・シール、ハイ

ラム・ショーレーの4人がシカゴのユニティービ

ル7階にある、ガスターバス・Ｅ・ローアの事務

所で初めて会合を持った日です。この日が「ロー

タリーの創立記念日」とされております。この月

間中、ロータリークラブは世界平和に不可欠なも

のとして理解と善意を強調するクラブプログラム

を行うよう要請されています。ご存知の方も多い

と思いますが、この会合の際にマダム・ガリのレ

ストランで夕食をポール・ハリスとシルベス

ター・シールが共にしたわけですが、二人で親睦

とビジネスを推進する構想について話し合ったそ

うです。その時食べたメニューはスパゲッティ・

ディナーだったとの事です。本日のメニューは、

スパゲッティ・ディナーでしょうか？

この2クラブ合同例会において、ロータリー

の創立の想いを、そして、創立当初のロータリー

を思い出されるような例会を沼津柿田川ロータ

リークラブの皆様とご一緒出来れば何よりの幸せ

なことと想い出のロータリー例会になると思いま

す。

本日は、どうぞ宜しくお願い致します。

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

890回 22名 16名 - 72.73%

888回 22名 20名 1名 95.45%

●欠席者(6名)

宮口雅仁、本村文一、名古良輔、大村保二、芹澤和

子、鈴木良則

●スマイル報告

1.井上武雄：本日は、宜しくお願いします。合同例

会いつも、楽しみにしています。

2.杉山壽章：今日は、よろしくお願いします。

3.久松　但：合同例会、よろしくお願いします。

4.栗原侑男：お世話になります。今年も、宜しくお

願い致します。

5.宮島賢次：今日は、お世話になります。

6.成田みちよ：宜しくお願い致します。

7.大池省吾：よろしくお願いします。

8.尾島康夫：本日、よろしくお願いします。

9.芹澤貞治：お世話になります。

10.重光　純：よろしくお願いします。

11.杉山真一：お世話になります。よろしくお願い

します。

12.鈴木博行：合同例会、よろしく。

13.鈴木泰次：お世話になります。宜しくお願いし

ます。

14.土佐通孝：いつも、お世話になります。今日

は、よろしくお願い致します。

15.植松　正：よろしくお願いします。

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890 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 32号

2010年 2月 15日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

2クラブ合同例会　三島プラザホテル

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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３月のプログラム３月のプログラム

891回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話

3月 4日(木)　　　 　司法書士　三好勝晴様

892回　　　　12:30  ブケ東海　会員卓話

3月 11日(木)　　　　鈴木良則君　理事会

893回　　　　18:30　ブケ東海　PETS報告

3月 18日(木)　　　　次期会長・幹事　夜間例会

894回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話

3月 25日(木)　沼津市立髙等学校長　加地宗雄様

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

　3月12日（金）→13日（土）

　　20周年記念例会に変更

　3月26日（金）夜間例会→例会時間変更　

　　18：30点鐘

②静岡南ロータリークラブ

　3月16日（火）「静岡市内７クラブ合同例会」

　メーキャップは11：30～12：30中島屋

　八幡ガーデンズ２階ロビーにて

　3月23日（火）休会　メーキャップは受け付けま

　せん。

2.報告・連絡事項

①今週18日（木）は本日に振り替えです。

②次週2月 25日（木）は休会です。　　

③ 3月の受付担当者は尾島さんと芹澤和子さんで

す。宜しくお願いします。

合同例会挨拶

沼津柿田川 RC　会長　前田　守君

　皆さん、こんばんは。本日は沼津西ロータリーク

ラブさんと沼津柿田川ロータリークラブとの年に一

度の合同例会です。西クラブの皆さん、ようこそい

らっしゃいました。今年は沼津柿田川ロータリーク

ラブがホストです。日ごろより地区大会や地区協議

会の参加もご一緒させて頂いており、帰りには懇親

会を行うなど沼津西ロータリークラブの皆さんとは

仲良くお付き合いさせて頂いておりますことをあら

ためて感謝致します。そして、井上会長には地区大

会の研修参加にあたり「一緒に電車で行こう。」と

誘って頂き、行き帰りの電車でもご一緒させて頂き

ました。また、夜は一緒の部屋でお酒を酌み交わし

ながらいろいろアドバイスを頂くなど大変お世話に

なりありがとうございました。

　さて、先週は国際ロータリー第2620地区第三分

区の IMが開催され、皆さんも楽しく過ごされたこ

とと思います。IMでの飯田ガバナーからもお話がご

ざいましたが、「会員の数の減少に伴い、クラブが

解散するケースがでてきている。特に20名以下の

クラブが10クラブを超えており、そのクラブの存

続が心配である。」とのお話しがございました。当

クラブは、20名以下のクラブですので飯田ガバナー

にもご心配をおかけしていると思うと心が痛む思い

です。

　先日の IMの懇親会で、富士宮ロータリークラブ

の前島会長から声をかけて頂き、「会員増強・退会

防止活動の一環として、OB会員との交流を図る夜間

例会を開き、かつての入会されていた方々と当時の

思い出や近況、ロータリーに対する意見等を語るこ

とができた。そして、なんと一名の方がその場で再

入会の表明をしてくださった。」とのお話を伺いま

した。前島会長のアドバイスにも深く感謝する心が

湧き上がってきました。

　私自身がなぜロータリークラブ活動を続けて

いるのかを考えてみました。私は36歳でロータ

リークラブに入会させて頂き、今年で15年目にな

ります。ロータリークラブ活動を続けている理由を

いろいろ考えていく中で気がついたのは、ロータ

リー暦は私が人としての、経営者としての歴史あり、

いろいろなことを教えて頂いたロータリークラブク

ラブメンバーを始めロータリー活動を通じて出会っ

たロータリアンの方々への感謝の気持ち、仲間を大

事にしたいという気持ちが、これまでロータリーを

続けることができた理由でした。　そして、そのよ

うに感じさせてくれる一つがこの沼津西ロータリー

クラブさんとの合同例会です。

それでは、沼津西ロータリークラブの皆さん、

沼津柿田川ロータリークラブの皆さん、今宵ひと時

をどうぞ楽しく過ごしましょう。



3

合同例会懇親会

合同例会後の懇親会では、物真似を織り交ぜた

歌の余興もあり、楽しい時間を過ごすことができま

した。

　

　　　まずは瀬川瑛子さんの物真似から

　　皆さんの席を回りながらの熱唱

　　なかなか似合っていますね

　　　会話も弾んでいるようです

カラオケでは、成田君にも歌を披露して

いただきました

　最後はいつものように手に手つないで




