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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　

本日の例会には、司法書士の三好勝晴様がおい

でくださいました。心より歓迎いたします。後程、

テーマ「ライフワークとしてのおやじの会と日本酒

党」の卓話をお願いしています。楽しみにしていま

すので、宜しくお願いします。

3月度は、識字率向上の月間です。

先日、南米のチリにおいて、マグニチュード８

強という、とても大きな地震がありました。報道に

おいて、ご存知のことと思います。大勢の犠牲者、

被害者がでたことは、本当に残念であり、心よりご

冥福申しあげる次第です。早速、世界各国より支援

声明があがったことは大変喜ばしいことと思いま

す。グローバルな社会においては、一国の問題は、

すぐ世界中に影響を与えます。そして、すぐさま自

国に影響を及ぼしてきます。国際ロータリーからも

また、支援等のご連絡が近々にあると思います。連

絡が入り次第、ご連絡させていただきますので、宜

しくお願いします。

クラブ管理運営委員会報告
●ゲスト
 1.三好勝晴様　司法書士

●ビジター
 1.佐々木力也様：沼津北RC
 2.伊東哲夫様：沼津北RC
 3.羽野久雄様：沼津北RC
 4.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

891回 22名 18名 - 81.82%

889回 22名 17名 2名 86.36%

●欠席者(4名)

 本村文一、成田みちよ、鈴木博行、渡邉亀一 

●他クラブへの出席者　

 宮島賢次（2/19　沼津RC）　

 鈴木博行（2/26　沼津RC）

　

●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.芹澤和子：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.杉山壽章：入会記念日のお祝いありがとうございま

す。

4.植松　正：入会記念日のお祝いありがとうございま

す。

5.鈴木泰次：入会記念日のお祝いありがとうございま

す。

6.井上武雄：三好勝晴様、本日は、ありがとうござい

ました。宜しくお願いします。

7.鈴木良則：2月 21日の地区チーク研修セミナーに出

席して来ました。

8.久松　但：三好様、本日は、ありがとうございま

す。

9.大池省吾：お世話になります。本日と明日、ブケ東

海ヴィアルーチェで、夏物スーツ及び、クールビズ

フェアを開催しています。是非、例会終了後、お立ち

寄りお願い申し上げます。

10.尾島康夫：所用につき、早退させていただきま

す。

11.A.Bテーブル：テーブル会の残金です。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 杉山真一

◆◆第 891 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 33号

2010年 3月 4日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■ 外部卓話　司法書士　三好勝晴様 ■ 
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３月のプログラム３月のプログラム

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)   沼津市立高等学校長　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。

　4月06日（火）お花見例会　於：日本平ホテル　

  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

②富士宮ロータリークラブ

　3月15日（月）→13日（土）富士宮西ＲＣ 20

  周年記念式典

　3月22日（月）春分の日　休会

　3月28日（月）観桜例会

2.報告・連絡事項

①国際ロータリ第2620地区ガバナー事務所より

  2012～2013年度ガバナーノミニー決定宣言があり

  ましたので報告します。　甲府ロータリークラブ 

  高野孫左ヱ門君　1956年 7月 22日

②国際ロータリー日本事務局より、3月のロータ

  リーレート1ドル＝90円の連絡が入りました。

③次週は理事会がありますので理事の方はお願いし

  ます。

外　部　卓　話

「ﾗｲﾌﾜｰｸとしての"おやじの会"と"日本酒党"」

三好勝晴様

　10年ほど前、「日本酒党」とうい名の趣味の会へ

入った。総裁、総務会長及び幹事長の党三役がいて、

季節感あふれる料理を賞味しながら、日本酒の旨さ

を味わい、その良さを世に宣伝することを目的とし

た大人のお遊びの会である。月に1度のペースで、

昨年 10月で第300回を迎えた。日本酒しか飲まない

ことと「手酌」に拘り、話題は宗教と政治の話以外

なら何でもよく、その日が6人の会なら概ね 6分の

1しやべり、6分の5は人の話を聴くことにしている。

私は8年程前からその二代目幹事長をしている。と

は言っても日本酒に特に造詣が深いわけでなく、そ

の場の雰囲気を作って楽しく飲むことが得意のよう

である。

　それとは別に、美酒佳肴つきの落語会と俳句の会

で、お座敷落語を聴き又作句に苦しみながらも江戸

の文化に少しでも触れ、そこでもまた日本文化とし

てのお酒(特に新潟の越乃寒梅)を味わっている。い

ずれの会に於いても、江戸しぐさ一とまではいかな

いが、主義主張を持ちながらも互いを気遣い合う

人々との関係が自然に生まれ、楽しませてもらって

いる。

　7年ほど前に「第五おやじの会」を立ち上げた。

PTAとは別な組織として、地域の子ども達に地域の

おやじとして何か関わってあげたい、という想いか

らである。三大行事として「どんど焼き」の復活、

夏の「災害時体験キャンプ」、秋の「バザーへの出

店」があり、子ども達や地域において認知されるよ

うになってきた。実働は30名程だが、人とのふれ

合いの中、普段の喧喚から離れたおやじ達のやりが

いともなりつつある。「好きな人が増えると人生が

豊かになる」と教える人がいるが、この会は正にそ

れを地でいっているような気がする。

　これらの会は、自分にとってライフワークとなり

つつあり、お金こそ稼ぐ仕事ではないが、人生をよ

り豊かに過ごす上で欠かすことのできない存在であ

る。
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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　

昨日は、冬に戻ったような一日でした。今日

の富士山は、雪が積もって真っ白です。春が近く

に暖かくなってきたなぁと思っていると1～2日

ごとに急に寒くなり日によっては、10℃以上も温

度差がある日々が続いています。気象庁の見解で

は、南米チリ沖で発生しているエルニーニョ現象

の影響で全体の気温は上昇しているとの事です。

本年は冬でも海水温が非常に上昇していることが

例年に無い特徴のようです。今回の地震（チリ）

と関係があるかどうかは、不明です。そこに北極

にある寒波が日本列島に押し寄せてくると、とて

も寒くなり気温も5℃～7℃位になってしまい、寒

波が遠のくとエルニーニョ現象によって20℃以上

に上がって、とても暖かい1日になるということ

で、その日によっての対応が難しい毎日です。冬

物のコートやジャンバーもまだ終えずに衣替え

は、とても出来ない時期ですね。

そんな中でも、若干良いこともありまして、

例年より春物の衣料品が長い時期売れているよう

で、洋服屋さんは、少し期待しています。また、

冬物のカイロ等暖房具も売れているようで、在庫

には、あまりならないようです。経済も春に向け

て気温の上昇と共に大きく上昇していってもらい

たいと思います。毎日の体調管理に充分気を付け

て、楽しく例会に出席出来るように、宜しくお願

いします。

3月 14日には、浜松の会場においてPETSが開

催されます。次年度の会長、幹事等出席の皆様宜

しくお願い申し上げます。

本日は、会員卓話になっております。後程、

鈴木良則さんより卓話の程、宜しくお願い申し上

げます。

３月のプログラム３月のプログラム

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)  沼津市立高等学校長 加地宗雄様

４月のプログラム４月のプログラム

895回　　　　18:30　御殿場高原ビール

4月 01日(木)　花見夫人同伴例会　クラブ管理

　　　　　　　運営委員会　時間変更・移動例

　　　　　　　会・夜間例会

896回　　　　12:30  ブケ東海　外部卓話:

4月 08日(木)　沼津朝日編集長 渡辺敏様 理事会 

897回　　　　18:30　ブケ東海　外部卓話：

4月 15日(木)  野中様 友人例会：会員増強

              委員会 夜間例会

898回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話：

4月 22日(木)　石川三義様

4月 29日(木)　祝日休会

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 杉山真一

◆◆第 892 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 34号

2010年 3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　■■

■会員卓話　鈴木良則君　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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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

892回 22名 17名 - 77.27%

890回 22名 16名 2名 81.82%

●欠席者(5名)

　宮口雅仁、本村文一、成田みちよ、土佐通孝、

　渡邉亀一

●他クラブへの出席者

　渡邉亀一（3/5　沼津RC、3/9　沼津北 RC）

●スマイル報告

1.鈴木博行：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

2.井上武雄：鈴木良則様、本日の卓話、宜しくお願

　いします。

3.鈴木良則：本日は、卓話をさせていただきます。

4.杉山壽章：鈴木良則君、今日は、卓話お願いしま

　す。

5.尾島康夫：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沼津北ロータリークラブ

　3月30日（火）裁量休会

②吉原ロータリークラブ

　4月01日（木）特別休会

　4月08日（木）祝寿の会　於：箱根湯本温泉

「ホテル河鹿荘」17：00

　4月 29日（木）祝日休会

2.報告・連絡事項

①例会後理事会がありますので理事の方宜しくお願

　いします。

② 3月 14日ＰＥＴＳがあります。次期会長・幹事よ

　ろしくお願いします。

理事会報告

1．報告事項

① 4月 25日地区協議会があります。

2．協議事項

①本村文一君の休会の件　承認する。

②平成 22年 4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　杉山壽章君

③ 4月 1日は花見夫人同伴例会の費用について

　クラブ管理運営委員長　久松但君

　以下のとおり承認する。  

・集合場所：沼津駅北口ロータリー

・集合時間：午後 5時 30分(送迎バス)

・開催場所：御殿場高原ビール 

【収　入】

　会費(会員）＠6000×22＝132,000

　会費(家族）＠2000×10＝ 20,000

　食事代　 　＠2000×22＝ 44,000

　委員会から　　 　　　　   28,000  

　合　計　　　　　　 　　224,000

【支　出】

　食事代(ドリンク代込）

　　　　　　   ＠  7000×32  ＝  224,000  

　合  計 　　　　　　　　224,000

④ 4月 11日　千本浜遊歩道の清掃作業・バーベ

  キューについて  芹澤貞治君　

　以下のとおり承認する。

・集合場所：㈱栗原自動車

・集合時間：午前 10時 00分

・参加者：会員、家族、インターアクト

  費用についてはクラブ管理運営委員会から5万円

  支出。

　インターアクトへの謝礼については、奉仕プロ

　ジェクト委員会より支出する。

⑤ 3月 13日富士宮西RC20周年記念式典の参加の件

　井上武雄君、杉山壽章君、杉山真一君の3名が参

　加し、祝儀 30000円とする。

会員卓話

鈴木良則君



3

米山のゆかりの地長泉に、何とか形ある財産

をのこせないものか、という機運の高まりにより、

沼津、沼津北、三島、伊豆長岡RCらのメンバー

を中心に、米山の別邸保存運動が始まります。別

邸の保存から、やがて記念館建設へと話はふくら

み、そして財団法人米山記念館が設立されます。

地元はもちろんのこと、全国からの寄附に支えら

れて記念館の建設が始まり、昭和 44年 9月 16日、

開館式が執り行われます。時代の流れと共に、新

しい記念館の必要性が望まれるようになり、平成

10年、新館が建設されました。新館建設にあたっ

ても、2620地区を始め、全国のロータリアン、米

山記念奨学会、長泉町などたくさんのご厚志を得

て完成しました。設計は清水北 RC所属の山梨清

松氏、建設は富士 RC所属の石井利平氏の石井組

により行われました。この建築は平成 10年度静

岡県建築業協会賞最優秀賞を受賞しています。

平成 21年 9月、米山梅吉記念館は創立 40周年

を迎えました。9月 19日に開催された記念式典に

は、2620地区はもちろん、青森、兵庫、徳島と

いった広い地域からの参加をいただき、皆さんと

共に40年をお祝いしました。

米山奨学会は、米山が生前学生に対して援助

を行っていたことを基にしてできたものです。日

本の奨学会制度の中では最大規模のものです。残

念ながら、未だに記念館は奨学会と同じ組織と勘

違いされることがあります。記念館は奨学会に比

べると規模も資金も小さなものではありますが、

皆さんの思いによって大切に育まれてきた組織で

あり、少しずつ記念館の存在が認知されつつあり

ます。開館当初、年間入場者は200人余りでした

が、昨年度は3578人と増えて来ています。 

神奈川2780地区のように、毎年恒例行事として

米山奨学生の学友達が10月の米山月間に来場す

る地区やクラブもあります。今後、各地区でロー

タリー、奨学生の原点である米山詣でを推進する

ように、働きかけていきたいと思います。

記念館は4月は米山の命日、9月は創立記念目

ということで、春と秋に例祭を開催しています。

この参加者も2620地区内だけでなく全国に広が

りつつあります。広報活動としては、館報を年に

2回発行して、全国 2300のクラブに送付していま

す。送付作業も運営委員会の皆さんが休みの日に

集まっての手作業です。今後、財団法人から公益

法人への移行がなされます。米山が昭和 6年に長

泉町につくった米山文庫を復活させようと、旧館

は改修工事に入っています。記念館のホールや会

議室も、広く一般にも開放して、世代間交流や生

涯学習など様々な人々の交流の場になっていけれ

ばと思います。

米山記念館は、日本のロータリー設立に尽力

した米山を顕彰し、米山の思いを受け継いでいく

拠り所となる日本で唯一の施設です。これまで記

念館を作り、守ってきてくれた先人のたゆみない

苦労と努力に感謝しつつ、先人の築き上げたもの

をこれからも長く伝えて行くために、今後とも皆

様のご協力をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

井上（ ③ ）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

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

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

渡辺(　③　)

例会出席％　80.30　% 地区報告％　87.88　　%

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　

3月 13日に富士宮のゲストハウス　フォレス

トヒルズで開催されました、富士宮西ロータリー

クラブの創立 20周年記念例会に、杉山幹事と杉

山会員と共に出席してまいりました。

小室富士宮市長、佐野富士宮教育長を初めと

する来賓、飯田ガバナーやパストガバナーを初め

とする地区役員の方々のご出席で、開催されまし

た。

富士宮西ロータリークラブは、"教育の再生"

をクラブのテーマとして活動をしています。「10
年間のあゆみ」のクラブ報告の中では、交換留学

生の事業、米山記念奨学生の受入、ラオスでの小

学校の建設、少年サッカー大会の共催ボーイスカ

ウト、ガールスカウトへの支援が報告されまし

た。その後、富士宮市、富士宮市国際姉妹都市協

会、富士宮サッカー協会への寄付金の贈呈があり

ました。又、富士宮サッカー協会からは、これま

での富士宮西ロータリークラブの貢献に対し、感

謝状が寄贈されました。

本日は、3月 14日に浜松で開催されました

PETS会長エレクト研修セミナーの参加報告で

す。いよいよ当クラブも創立 20周年を迎える次

年度への準備が始まりました。PETS報告、後程

宜しくお願いします。又、PETSにおいては、日

曜日の休日に今回は会場も浜松と少し遠い所まで

の参加、大変ご苦労さまでございました。

３月のプログラム３月のプログラム

894回       　12:30　ブケ東海　外部卓話: 

3月 25日(木)   沼津市立高等学校長　加地宗雄様

４月のプログラム４月のプログラム

895回　　　　18:30　御殿場高原ビール

4月 01日(木)　花見夫人同伴例会　クラブ管理

　　　　　　　運営委員会　時間変更・移動例会・ 

　　　　　　　夜間例会

896回　　　　12:30  ブケ東海　外部卓話:

4月 08日(木)　沼津朝日編集長 渡辺敏様 理事会 

897回　　　　18:30　ブケ東海　外部卓話：

4月 15日(木)  ㈱ビーエル 代表取締役社長 

　　　　　　　野中浦雄様　 友人例会：会員増強

　　　　　　　委員会 夜間例会

898回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話：

4月 22日(木)　社会福祉法人会　春風会

　　　　　　　理事長　石川三義様

4月 29日(木)　祝日休会

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

 1.鈴木愛美様：沼津RC

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

893回 22名 16名 - 72.73%

891回 22名 18名 2名 90.91%

●欠席者(6名)

 久松　但、宮口雅仁、本村文一、鈴木良則、

 大村保二、土佐通孝  

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 杉山真一

◆◆第 893 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 35号

2010年 3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　■■

■ PETS報告　次期会長・幹事　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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●他クラブへの出席者　

 鈴木良則、芹澤和子（3/13　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.重光　純：3月 14日の PETSに参加しました。後

程、ご報告します。

2.成田みちよ：長期の欠席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

 ありません。

2.報告・連絡事項

① 4月 01日（木）花見夫人同伴例会です、青表紙を

  各テーブルに置きますので記入願います。

② 4月 11日（日）千本浜清掃・バーベキューです、 

  青表紙を各テーブルに置きますので記入願いま

  す。

③本村文一君より休会届けが提出されました（病気

  治療のため3月11日～5月 27日）

　卓　話

PETS報告　久松　但 次期会長

  3月 14日（日）グランドホテル浜松で開催され

た PETSに参加してきました。いつもと同じよう

に、12時 30分に飯田ガバナーの点鐘ではじまり、

国歌斉唱、奉仕の理想を歌いプログラムが開始し

ました。

　開会の言葉、歓迎の言葉から始まり、中山ガバ

ナーエレクトによるパストガバナー、ガバナーノ

ミニーの紹介が行われました。

　その後、次期地区幹事により次期ガバナー補佐

の紹介が行われ、飯田ガバナー、中山ガバナーエ

レクトにより挨拶がありました。

　さて、2010－2011年度国際ロータリー会長は、

レイ・クリンギンスミス氏です。レイ・クリンギ

ンスミス RI会長エレクトは、アメリカミズーリ

州カークスビル RC所属の弁護士さんです。

　レイ・クリンギンスミス RI会長エレクトは

「ロータリアン以外の人々にロータリーの目的を

説明すること」と「ロータリアンにロータリーの

原則の重要性を再確認してもらうこと」、この2 

つの目標を満たす簡潔なＲＩテーマを「地域を育

み大陸をつなぐ」（Building  Communities 

Bridging  Continents）としました。

  

　中山ガバナーエレクトからは、「ロータリアン、

奉仕をクラブへ地域へ」というテーマで、RIの

「新長期計画」とロータリー財団の「未来の夢計

画」の話がありました。

============================================

        PETS報告  重光　純 次期幹事

　平成 22年 3月 14日、久松次期会長と共に会長

エレクト研修セミナー（PETS）に参加しました。

開会の点鐘や開会の言葉などの開会のセレモニー

の後、全体会議としてセミナー、ガバナー方針の

説明等がありました。

　

　その後、分区ごとの会議が行われ、静岡第3分

区の次年度ガバナー補佐である富士 RCの加藤知

治氏から、ガバナー補佐の訪問日程や IMの開催

日等の説明がなされました。その他に、各クラブ

の次期会長幹事の自己紹介及び名簿用の写真撮影

をした後、今後のロータリーの課題、特に会員増

強についての話し合いが行われました。

　分区会議の終了後は、全体会議に戻り、質疑応

答の機会が設けられ、新設された研修リーダーの

位置付けに関する質問等がありました。

　

　PETSも終わり、いよいよ幹事が近づいてきたこ

とに対する不安が強くなるばかりですが、久松会

長を助けるべく努力したいと思います。
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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　

以前にも、挨拶にてお話しました、2月 27日に

発生しましたチリ沖大地震につきまして、ガバナー

事務所より、義援金の連絡がありました。2620地区

事務所においても、協議した結果、ハイチ地震の義

援金に引き続きではありますが、チリ地震において

も、皆様のご協力をお願いさせて頂きたいとの事で

す。大変な不幸な災害に際しての、心付けですの

で、ご理解をしていただき、ご協力の程、よろしく

お願いします。また、前回のハイチ地震の災害に際

しては、77クラブの協力を頂け、総額2,734,182円

の貴重なご厚志を頂戴しました。ガバナー月信4月

号に関連記事を含めて掲載されていますので、ま

た、ご確認の程を、宜しくお願いします。

2009～2010年度の周年事業のRCの連絡の件です

が、先日3月13日（土）富士宮西RCの創立20周年

事業に私と杉山幹事、杉山副委員長と参加してまい

りましたが、同じく本年度、新富士RCが、創立20

周年事業を4月 11日（日）に迎えます。ホテルグ

ランド富士での、開催とのことですが、新富士RC

様の方針として、富士、富士宮地区5クラブ招待で

の開催になるとのことです。宜しくお願いします。

3月度は、私の仕事も公共入札にて月末迄、多忙

な時期をむかえ予定消化をするのがやっとのことで

す。ロータリープログラムも3月度においては、識

字率向上ですが、チリ地震の義援金、周年事業等、

予定の通り月内にて、おさめてまいりました。ロー

タリー活動はほんとうにすばらしいものだと、思い

ました。

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.沼津市立沼津高等学校校長　加地宗雄様

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

894回 22名 18名 - 81.82%

892回 22名 17名 2名 86.36%

●欠席者(4名)

　本村文一、名古良輔、成田みちよ、杉山真一 

●他クラブへの出席者　

　大村保二（3/13　米山梅吉記念館）

　井上武雄、杉山壽章、杉山真一 

　（3/13　富士宮西RC創立20周年記念式典）

　久松　但、重光　純（3/14　PETS） 

●スマイル報告

1.井上武雄：沼津市立高等学校校長加地宗雄様、本日

の卓話、宜しくお願いします。

2.杉山壽章：妻の誕生日のお祝いありがとうございま

す。

3.久松 但：加地先生、本日卓話、宜しくお願いしま

す。

4.土佐通孝：長い入院の末、長女が 2番目の子供を無

事出産しました。2000グラム、ちょっと小さいの 

で、驚いています。

5.鈴木良則：先週、休みました。

6.大村保二：所用につき、早退させていただきます。

7.重光　純：所用につき、早退させていただきます。

8.尾島康夫：所用につき、早退させていただきます。

9.鈴木泰次：ポールハリスフェロー、ありがとうござ

いました。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 杉山真一

◆◆第894 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 36号

2010年 3月 25日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■外部卓話　沼津市立高等学校長　加地 宗雄様■

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



　

2

４月のプログラム４月のプログラム

895回　　　　18:30　御殿場高原ビール
4月 01日(木)　花見夫人同伴例会　クラブ管理
　　　　　　　運営委員会　時間変更・移動例
　　　　　　　会・夜間例会

896回　　　　12:30  ブケ東海　外部卓話:
4月 08日(木)　沼津朝日編集長 渡辺敏様 理事会 

897回　　　　18:30　ブケ東海　外部卓話：
4月 15日(木)  野中様 友人例会：会員増強
              委員会 夜間例会

898回　　　　12:30　ブケ東海　外部卓話：
4月 22日(木)　石川三義様

4月 29日(木)　祝日休会

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

　4月 12日（月）→16日（金）夜間花見例会

（場所は未定）

　4月 19日（月）裁量休会

②新富士ロータリークラブ

　4月 13日（火）→11（日）創立20周年記念例会　

　於：ホテルグランド富士　16：00

　4月 20日（火）新旧役員選出の為　

　於：富士グリーンホテル高橋　19：00

③富士宮西ロータリークラブ

　4月 02日（金）→創立20周年記念講演会 

　櫻井よしこ講演会　於：市民文化会館

　4月 09日（金）裁量休会

　4月 20日（火）花見例会　　例会場・時間変更　  

　於：天母山

　4月 23日（金）例会時間変更：夜間例会点鐘18：30

　4月 30日（金）例会時間変更　点鐘12：30

2.報告・連絡事項

①国際ロータリー日本事務局より、4月のロータリー

　レート 1ドル＝90円の連絡が入りました。

②ガバナー事務所より大きな災害をもたらしたチリ地 

　震への義援金協力の依頼がありましたのでご協力を

　お願いします。

③ 4月 1日（木）の花見夫人同伴例会・4月 11日

　（日）の千本浜遊歩道清掃後バーベキューの出欠の

　まだの方は記入をお願いします。

④ 4月 15日（木）の友人同伴例会の青表紙を各テーブ

　ルに置きますのでご記入願います。

・4月の受付担当者は成田さんと杉山真一さんです。

　よろしくお願いします。

外　部　卓　話

　　「異次元空間「学校」民間人は見た！」

沼津市立沼津高等学校　

　　　　　　加地宗雄様　

　平成 21年 4月より沼津市

立沼津高等学校に校長として赴任しました。以前は

新日本製鉄株式会社大阪支店に勤務しておりました。

　民間人から学校に携わるようになって1年が経ち

ますが、この間感じたことをお話しします。

　学校は、社会組織上、企業と対峙する位置にあり

ます。また、学校は行政主体の運営であり農業類似

社会であります。一方企業は機会主体の運営であり

狩猟類似社会といえます。

　学校は、組織が並列的で風土も閉鎖的、個人の身

分も安定しています。そこには基盤が安定し、公平

を求めた社会性があります。

　一方企業は階層的で開放的、個人の身分も不安定

です。そこでは基盤も不安定で、効率・利益追求性

があります。

　このような中で、学校でも改革を求められていま

す。それは、教育ニーズの多様化と情報公開等の対

外的説明責任、少子化による学校間競争の激化があ

るからです。

　しかし、学校では保守的な共同体意識と個人の動

機付けやノウハウ不足など改革を阻むものもありま

す。

　このような中で、学校改革のためには、現状の単

年度主義を複数年度計画に変更し、組織の中で管理

職の組織把握力を向上させ、的確な人事配置などが

必要です。

　また、情報の統一管理、学校外との連携、危機管

理のマニュアル化、目標認識の共有化など課題は多

くあります。

　これから校長として心がけたいことは、ワーキン

グマネージャーとして学校経営に具体性・実証性を

導入し、長期的な環境を念頭にプロジェクト手法を

多用することです。

　また、他校の成功事例を積極的に導入すると共に

全体調和を常に訴求し、教育ニースへのアンテナ力

を確保することだと感じています。

退会のあいさつ

　

　大池省吾君が、転勤のため

3月末で退会となりました。

　短い間でしたが、ご苦労様

でした。




