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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、6月第一週の例会です。6月度プログ

ラムでは、ロータリー親睦活動月間です。

同好会活動としまして、ゴルフクラブ同好会

が、6/20(日)三島ゴルフにてゴルフ親睦活動を予

定しています。会長、幹事賞も盛りあげる為に準

備していますので、奮って一人でも多い参加の

程、宜しくお願いします。

後程、クラブ協議会においては、2010年～

2011年度次年度に向けた活動計画があります。

次年度久松会長、重光幹事のもとにクラブアッセ

ンブリーも順調に進行していくことと思います。

各委員会も活発に会合等活動を深めている様で

す。次年度準備、活動に向けて活発なご意見とご

協力の程、宜しくお願い申し上げます。

連絡事項としまして、先日ご報告させて頂き

ました。千本プラザへのテレビ、テレビ台の寄贈

についてですが、寄贈式が 6/8 (火)に決定しま

したので、連絡させて頂きます。私と杉山幹事に

て、出席してまいります。

6月のプログラム

904回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 10日(木)　ガバナー補佐期末訪問 新旧理事会

905回 18:30　 ブケ東海　会員卓話  夜間例会

6月 17日(木)　会長・幹事　1年を振り返って     

6月のプログラム

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.影山桓義様：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

903回 22名 19名 - 86.36%

901回 22名 15名 0名 68.18%

●欠席者 (3名)

 成田みちよ、大池省吾、芹澤和子

●スマイル報告

1.土佐通孝：誕生日のお祝いありがとうございます

。

2.井上武雄：クラブ協議会次年度活動計画、久松会

長、重光幹事、宜しくお願いします。

3.久松　但：次年度計画、各委員長様、宜しくお願

いします。

4.重光　純：本日のクラブ協議会、宜しくお願いし

ます。

5.鈴木良則：夏とはいえ、朝、晩は寒いですね。

6.栗原侑男：早退いたします。

7.尾島康夫：所用につき早退します。

8.次年度奉仕プロジェクト委員会：次年度委員会の

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 本村文一

◆◆第901例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 45号

2010年 6月 3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　2010～2011年度活動計画 ■

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

◆◆第903例会　会長挨拶◆◆
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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

　6月10日（木）於：伊豆長岡ニュー八景園

2.報告・連絡事項

①次週新旧合同理事会があります。

クラブ協議会（2010～2011年度活動計画）

2010～2011年度幹事　重光　純

　次年度の活動計画についてのクラブ協議会が実施

されました。

　まず、久松但次年度会長から、次年度の会長方針

についての説明（次年度のクラブテーマは「クラブ

奉仕を通じて地域への貢献を」です）がなされまし

た。その中で、インターアクトクラブの活動方針の

策定、ホームページの立ち上げの試行、20周年事業

における地域への貢献、会員増強に関してのコメン

トがありました。

　栗原侑男奉仕プロジェクト委員長からは、職業奉

仕、社会奉仕、国際奉仕の3部門における取組につい

ての説明がなされ、インターアクトについては、植

松正IAC委員長からの説明がありました。

　宮島賢次クラブ管理運営委員長からは、クラブに

魅力を持たせるべく効果的な運営を実施するとの目

的に従った活動計画の説明がなされました。

　本村文一クラブ広報委員長からは、クラブ活動の

会員への周知を目的とする活動計画の説明がなされ、

HPの立ち上げを検討するとの話がありました。

　井上武雄会員増強委員長からは、純増 1名を目標に

会員増強活動するなどの説明がなされました。

　鈴木泰次ロータリー財団委員長からは、ロータリ

ー財団や米山奨学会を支援するための寄付等の説明

がなされました。

　渡邉亀一 SAA委員長からは、クラブ20周年の節目

にふさわしい例会作りに努力するための活動計画に

ついての説明がなされました。

　会計担当の大村保二君より、次年度の予算につい

ての説明がなされました。

　それでは、皆様、よろしくお願い申し上げます。

　

　

   　　　　　　　協議会の様子

　　厳粛な雰囲気の中、真摯に協議が行われた。

　　　

　　　　　久松次年度会長と重光次年度幹事

編集後記

　

　私事で恐縮ですが長らく、休会しまたご心配をお

かけしましてすみませんでした。　

　さて、6月に入り次年度のクラブ活動計画発表の時

期が来ると、いよいよ次年度も開始かなという緊張

感がいつも沸き起こってきます。

　私事ですが、来年は広報委員長を担当します。

会報の仕事は長いので慣れてはいますが、その責任

者となると、性格的に果たしてできるかどうか悩み

ましたが、幸いにも会報の仲間のバックアップを自

然に期待してしまう楽天的な自分がいます。逆にい

えば会報の仲間は今まで助け合って来たからの安心

感でもあります。

　皆様にも会報へのご理解とご協力をお願いします。

 クラブもなかなか、会員が増えず、難しい局面を迎

えていますが、何とか次年度もいい年度であります

ように願っています。　　　　　　　（本村文一）
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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、ガバナー補佐期末訪問の卓話です。大

変お忙しい所を積惟貞ガバナー補佐、鈴木一郎事

務局様、たいへんありがとうございます。宜しく

お願いします。

　ガバナー補佐におかれましたは、一年間ご指導

いただき、ありがとうございました。次年度は、

ガバナーエレクト、次々年度ガバナーと大役に向

けて当クラブも微力ではありますが、後援してい

くつもりです。今後とも変わらぬ、ご指導ご鞭撻

の程、宜しくお願い申し上げます。

　先日の千本プラザへの寄付についてご連絡しま

す。6月 8日（火）9:30より千本プラザ2F集会室

にて寄贈式がありました。千本プラザ秋山館長と

職員2名が準備してくれました。私と杉山幹事にて

参加いたしました。その挨拶内容を紹介させて頂

きます。

　おはようございます。ご紹介ありました沼津西

ロータリークラブの井上です。本日は、当クラブ

杉山幹事と共に寄らせて頂きました。高齢者福祉

世代交流活動施設「千本プラザ」はご年配、市民

の皆様の憩いの場として、大勢の皆様方に利用さ

れています。皆様の休憩の場において古いビデオ

とテレビ台を新しい物にしよう、そして、少しで

も大きい物にして、こ年配の方々にも、見易い様

ににならないかと来場者のことを第一に考えてこ

られた館長並びに職員の皆様方のお心遣いに対し

て深く敬意を称したいと思います。人に優しく接

する。人を思いやるという気持ちは本当にいいこ

とだと思います。沼津西ロータリークラブの奉仕

活動が皆様のお役に立てることを大変嬉しく思い

ます。

  会場にいたおじいちゃん、おばあちゃん達に「

ロータリーの人ありがとう。」「こんな大きいテ

レビでよく見えるありがとう」と頭を下げて頂い

て拍手をして頂きました。千本プラザの館長から

は感謝状を頂きこちらが、ほんとうに嬉しかった

ことを、ご報告させていただきます。

6月のプログラム

905回 18:30　 ブケ東海　会員卓話  夜間例会

6月 17日(木)　会長・幹事　1年を振り返って     

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更

7月のプログラム

907回 12:30　ブケ東海　  会長・幹事　今年

7月 01日(木)  の抱負　久松　但・重光　純

908回 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム　

7月 08日(木) 20周年記念例会について　芹澤貞治

             実行委員長、理事会

909回 18:30　かめや惠庵 前年度会長・幹事慰労会

7月 17日(土) クラブ管理運営委員会　

             移動例会　曜日変更

910回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

7月 22日(木) ガバナー補佐期首訪問 ガバナー補佐

　           久松会長・重光幹事 

911回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 29日(木) 前年度事業・決算報告　

             井上前会長・杉山前幹事

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 本村文一

2009～2010年度

第 19巻 46号

2010年 6月 10日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

  ■ ガバナー補佐期末訪問  新旧理事会 ■

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

◆◆第904例会　会長挨拶◆◆
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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.大塩秀樹様：沼津北RC

2.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

904回 22名 20名 - 90.91%

902回 22名 18名 2名 90.91%

●欠席者(2名)

　大池省吾、大村保二

●スマイル報告

1.内田文喬様（沼津北RC）：いつも、お世話になり

  ます。

2.鈴木良則：入会記念祝いを頂ありがとうございま

  した。誕生日のお祝いありがとうございます。

3.井上武雄：積ガバナー補佐、鈴木事務局、本日は、

  ありがとうございます。よろしくお願いします。

4.杉山壽章：積ガバナー補佐、卓話よろしくお願い

  します。

5.成田みちよ：5月 10日付けで、株式会社になりま

  した。これからも、御指導の程、宜しくお願い致

  します。

6.M.B.Dテーブル：M.B.Dテーブル会の残金です。

7.尾島康夫：所用につき、早退させていただきます。

8.芹澤和子：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吉原ロータリークラブ

　6月24日（木）会長幹事慰労会の為　

　於：ホワイトパレス　点鐘18：00

②富士ロータリークラブ

　6月16日（水）特別休会

③新富士ロータリークラブ

　6月15日（火）特別休会

　6月22日（火）→26日（土）期末懇親会

　於：河口湖うぶや　点鐘18：30

2.報告・連絡事項

①例会後理事会があります又今回の理事会は新旧合

同の理事会です、理事の方は宜しくお願いします。

②今年度の各委員のかたは下期の活動報告を7月8日

迄に事務局へ提出してください。

③さよなら例会（夫人同伴）の出欠席の記入をお願

いします。

理事会報告

■本年度理事会報告

1.報告事項

①6月12日　新旧会長・幹事会　沼津東急ホテル 

　　　　　 PM6:00

■次年度理事会報告

1,報告事項

①㈱ブケ東海　藤原君の入会予定について

②事務局との契約改定について、同意をいただきま 

　した。

2,協議事項

①7月度プログラム　クラブ管理運営委員長　宮島賢

  次君  ブログラム担当　重光　純 君　

　→提案のとおり承認する。

②7,8月の座席表について　SAA　渡邉亀一君

　→提案のとおり承認する。新会員（ブケ東海　藤

　　原氏）入会の場合、栗原君の隣の席に入る。

③2010-2011年度の慶事のプレゼントの件

　→提案のとおり承認する。

④会長幹事慰労会の件　クラブ管理運営委員長

　宮島賢次君

　→下記のとおり承認する。

・日時：7月17日（土）18：30～

・場所：伊豆長岡温泉　かめや恵庵

【支　出】

　宿泊　　　    　14,700円*20名=294,000円　

　日帰り　        11,000円* 2名= 22,000円　

　入湯税　　　　　　 150円*22名=  3,300円　

　コンパニオン代　  14,000  円  * 4  名  = 56,000  円  　

　計　　 　　　　　　　　　　　 375,300円 

【収　入】

　会費（宿泊）　　12,000円*20名=240,000円

　会費（日帰）　　 8,000円* 2名= 16,000円

　例会食事費　   　2,000円*22名= 44,000円

　委員会より　       　                75,300  円  

　計　　　　　　　　　　　　　　375,300円

⑤会長幹事に対する慰労金支給の件

　→例年通り商品券30,000円を支給する。

⑥原・浮島ふるさと夏祭り花火大会への協賛に

　ついて

　→昨年同様に協賛金30,000円とする。

⑦8月の納涼例会について　クラブ管理運営委員長　
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　宮島賢次君　

　→下記のとおり承認する。

　・日時：8月5日（木）18：30～

　・場所：沼津港　千鳥丸

【支　出】

　船貸切代（120分）　　　　　　136,500円　

　食事（BBQ）　　 4,000円*27名=108,000円 

　ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ 　     2,000円*22名= 44,000円 

　ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ　　　     1,000  円  * 5  名  =  5,000  円   

　計 　　　　　　　　　　　　　293,500円 

【収　入】

  会費（会員）   8,000円*18名=144,000円

　　　（大人）   4,000円* 4名 = 16,000円

      （子供）   2,000円* 5名 = 10,000円

  例会食事費   　2,000円*22名 = 44,000円

　委員会より　　                  79,500  円  

  計　　           　　　 　　293,500円

                                      

卓　話

  RIの長期計画について

  静岡第3分区ガバナー補佐

               積　惟貞様

この度RIはロータリー第2世紀の方向として抜

本的な組織変革を行おうとしています。これまで

も年月をかけて徐々に改革は行われてきたのです

が、今回その方向はロータリーの中央集権化を強

めるものであるように思われます。RIの立場から

すれば、ロータリーの組織全体を対外的仁も強北

発展させる為に、当然の方向と言えるのかもしれ

ません。

長期計画の「家」は、先ず「中核となる価値観

」を土台に、「クラブのサポートと強化」「人道

的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度

の向上」の三本柱の上に「超我の奉仕」の天井と

「ビジョン」の屋根がついた形です。最近職業奉

仕を強調する姿勢はRIからは薄れつつあります。

この長期計画のハウスモデルの中でも「クラブの

サポートと強化」の柱の中に「四大奉仕部門の全

部門における調和の取れた活動」とほんの一部の

支えにしかなっていませんし、「公共イメージと

認知度の向上」の柱に「職業奉仕の理想を強調す

る」とあるのが唯一職業奉仕に言及しているに過

ぎません。

過去において私たちの先輩、特に日本のロータ

リアンは職業奉仕を大切に考え、杜会奉仕とのか

かわりにおいては決議23・34を大切にしてきまし

た。それは1917年意見を異にしてメルビン・ジョ

ーンズが創設したライオンズとの差別化を意識し

たものであったと思います。岩波書店の「広辞苑

」でロータリークラブを検索すると、「社会奉仕

をモットーとする国際的社交団体。1905年アメリ

カに起こり、12年国際的組織になる。会場を持ち

回り、各クラブが輪番に接待するところからこの

名がある。」とあります。一般的な社会から見る

とこんなものでしょうか。

今回の長期計画ビジョンでは「・・・・人々か

ら選ばれる奉仕組織である。」と定義付けていま

す。長期計画ビジョンではアクティビティの期間

におよそ3年を考え、年度ごとにその質を高めるこ

ととされていますが、従来の単年度制度で発揮さ

れた年毎に変わる指導者の独自性、クラブで言え

ぱ奉仕などの多様性が著しく損なわれないか心配

です。従来も奉仕活動の種類によって5年計画、10

年計画はありましたし、継続することにこそ意味

のある活動も存在します。何よりも自分の経験と

して単年度事業であったからこそ計画、実行、結

論までを自分の責任でやり終えたと言う充実感が

もてたことが一度ならず有ったことを思い出しま

す。

私見を述べさせていただければ、長期計画のハ

ウスモデルの中では「中核となる価値観」これは

個々のロータリアンの備えるべきもとして妥当と

思いますが、更にその上の土台として「職業奉仕

と親睦」が有って然るぺきではないでしょうか。

ロータリーの起源は、異業種の職業人が成熟した

大人の交わりを求めて出来上がったことを忘れて

はならないと思います。ここにこそ他の奉仕団体

とは違うロータリーのアイデンティティが存在す

るのだと確信しています。

久松（　④　） 井上（　④　）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

栗原(　④　) 宮島(　④　) 宮口(　④　) 本村(　１　） 名古(　④　)

成田(　０　） 大池(　０　) 大村(　３　) 尾島(　④　) 芹澤貞(　④　) 芹澤和(　３　) 重光(　④　）
杉山真(　④　) 杉山壽(　④　) 鈴木博(④)+1 鈴木泰(　３　) 鈴木良(　３　) 土佐(　２　) 植松(　④　)

渡辺(　④　)

例会出席％　80.68　% 地区報告％　80.68　　%

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　

 

  本日の例会は、本年度の1年を振返っての卓話

です。後程、詳しくお話したいと思いますが、6

月末が本年度の任期満了となります。一重に皆

様のご協力に依り、どうにかこの日を迎えるこ

とが出来ました。本当にありがとうございまし

た。

　また、先週は大変不幸なお知らせがありまし

た。国際ロータリー2620地区道部　秉パストガ

バナーが急にご逝去なさりました。急な事で本

当に驚きました。6月 12日のお通夜ならびに6

月 13日の告別式に当クラブの会員の皆様が参列

して頂きました。誠にありがとうございます。

　道部パストガバナーは、当クラブとも関係が

深く、いつも、好意的に当クラブ活動にご協力

してくださった方です。外部卓話等をお願いす

ると快くお受けしていただきました。大変感謝

しています。色々親切に接して頂き、また沢山

のご指導を受けたことを今でも覚えています。

心よりご冥福を申し上げたいと思います。

　また、6月12日（土）には、新現会長、幹事

会が東急ホテルにて開催されました。次年度へ

の引継ぎも出来て、次年度に向けたプログラム

が着々と実行されている事を、皆様にお伝えし

たいと思います。　

■6月のプログラム

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更

■7月のプログラム

907回 12:30　ブケ東海　  会長・幹事　今年

7月 01日(木)  の抱負　久松　但・重光　純

908回 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム　

7月 08日(木) クラブ運営規定改正について、

　　　　　　 理事会

909回 18:30　かめや惠庵 前年度会長・幹事慰労会

7月 17日(土) クラブ管理運営委員会　

             移動例会　曜日変更

910回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

7月 22日(木) ガバナー補佐期首訪問 ガバナー補佐

　           久松会長・重光幹事 

911回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 29日(木)  前年度事業・決算報告　

             井上前会長・杉山前幹事

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.山本　章様：せせらぎ三島RC

2.名取賢吉様：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

905回 22名 16名 - 72.73%

903回 22名 19名 0名 86.36%

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 本村文一

2009～2010年度

第 19巻 47号

2010年 6月 17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　1年を振り返って　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

◆◆第905例会　会長挨拶◆◆
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●欠席者 (6名)

 宮口雅仁、本村文一、成田みちよ、大池省吾、

 大村保二、鈴木良則

●他クラブへの出席者

井上武雄（6/12　会員増強・維持セミナー）井上武

雄、杉山壽章（6/12　会長、幹事会）久松　但、重

光　純（6/12　会長、幹事会）

●スマイル報告

1.名取賢吉様（沼津北RC）：名取さんよりスマイル

です。

2.名古良輔：入会記念、ありがとうございます。

3.井上武雄：今日は、暑かったですね。梅雨になり

ました。健康に気をつけましょう

4.芹澤和子：6月14日、三島市児童虐待防止の為献金

しました、静岡新聞に掲載されました。

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05日（月）例会場変更→沼津卸商社センター

（駿東郡清水町卸団地203番地）

　7月19日（月祝日）休会（海の日）

2.報告・連絡事項

①さよなら例会（夫人同伴）の出欠席の記入をお願

  いします。

②前年度会長・幹事慰労会、納涼例会の出欠席をご

  記入下さい。

③今年度の各委員のかたは下期の活動報告を7月 8日

  迄に事務局へ提出してください。

理事会報告

1.協議事項

① 2007～2008年度ガバナー　道部　秉様の訃報の件

 他クラブと話合いの結果、弔電（会長名）、香典

（10,000円）、生花（1基）を供える事となりまし

た。宜しくお願いします。

                               

卓　話

1年間を振り返って

　　　　　　　　　      　井上 武雄 会長

　1年間のご協力、誠にありがとうございました。

今年度は、クラブテーマ「ロータリーで仲よく」

として活動して参りました。

　ロータリアン一人ずつ個々には考え方の相違は

有ると思いますが、ロータリーを通じて好意と友

情を深めましょう。そして、例会等に進んで出席

して、他人を思いやり親交を深め理解しあい友人

を増やしましょうと宣言させて頂きました。

　例会は2009年7月2日（木）859回から906回まで、

48回でした。各委員会においては、納涼例会、ク

リスマス例会、新年会、沼津柿田川クラブ合同例

会、花見例会と楽しいクラブ活動が出来、クラブ

会員同士の友情の輪は増したことと思います。

また、奉仕活動においては、千本浜遊歩道清掃、

沼川鯉の放流と地域奉仕に根付いた活動が定着し

着々と効果を上げていることと思います。

特に、本年度は沼津西ロータリークラブ全員が一

丸となって、立ち上げた、加藤学園高等学校との

インターアクトクラブ設立が、大変大きな思い出

になりました。そして、認証状伝達式においては、

飯田祥雄ガバナー、積惟貞ガバナー補佐、地区役

員、沼津地区会長、幹事、加藤学園高等学校副校

長渡邉正光先生、顧問の先生、インターアクト会

員の大勢の皆様方に支えられて、盛大な式典が開

催出来たことが思い出になったと思います。

　私のようなものが、会長の職を無事に行えた事

は、杉山幹事ならびに各委員長をはじめとする会

員の皆様方の多大なご指導と暖かい思いやりによ

る協力があってのことと、深く感謝しております。

1年間、本当にありがとうございました。
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1年を振り返って   

                      杉山 寿章 幹事

　幹事の仕事は昨年の3月 15日の PETS、4月19日

の地区協議会から始まり、その2～3ヶ月後の第859

回から本格的に始まりました。

【今年度の主な行事】

① 9月 19日、米山梅吉記念館の 40周記念式典に参

　加。

② 9月 23日、インターアクト認証式

　その間にインターアクトの説明会・認証式の

　リハーサルを数回こなしました。

③今年度は鯉の放流を 4月と11月に2回やりま

　した。

　4月の鯉は小さい為 11月の鯉は成長がよいとの

　事なので業者からアドバイスをもらい、次年度

　からは11月に鯉の放流をやることに決めました。

④ 2009～2010年度地区大会11月 7日(土),11月 8　

　日(日)2日間、従来は会長・幹事も2日間であっ

　たが、今回幹事は11月 8日の1日でした。

⑤ 12月 24日沼津市長の卓話のときにクラブの始め

　ての試みとして友人例会を開いた。

⑥ 1月 9日新年会を泊まりでやりました（入会して

　はじめての泊まりでした）

⑦ 4月に再度友人例会を開くが会員増強ならず。

⑧ 5月の千本浜清掃は初めてインターアクトの生徒 

　も参加して行なわれました。

⑨ 6月 8日千本プラザにテレビを寄贈しました

　やはり今年度の当クラブにとっては最大の行事は

3年越しのインターアクトの認証式ではないでしょ

うか。

　去年の7月 2日、幹事の抱負について会長のテー

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たい思いは、会員のみな

さまの判断におまかせます。ホーム98％～100％を

かかげましたがあと1回で出席率 100％だと思いま

す。スマイルを10,000円以上したいも、これはク

リアーしました。

　また、幹事の大役を受けていろんな人とで会えた

ことに対して感謝します。井上会長はじめ会員の皆

様の協力のおかげで無事幹事の仕事を終わることが

できました。ありがとうございました。また、事務

局の川口さんにはいろいろお世話になりました、あ

りがとうございました。
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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、今年度、最後の例会になりました。

　この一年間、無事に終了出来ることも、クラ

ブ会員の皆様、またロータリー家族の皆様のお

陰に依ることと、とても感謝しています。　

　そして、杉山幹事、事務局の川口さんには、

一年間大変お世話になりました。心より感謝を

申し上げます。

　クラブテーマ「ロータリーで仲よく」として

活動してまいりました。最後の例会もクラブテ

ーマに基づいて、親睦と友情の輪が増す例会に

て、終了したいと思います。　

 皆様、一年間本当にありがとうございました。

 

  

  挨拶のあと、会長ブレザーの引継ぎが行われ

ました。

井上会長と久松次年度会長

7月のプログラム

907回 12:30　ブケ東海　  会長・幹事　今年

7月 01日(木)  の抱負　久松　但・重光　純

908回 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム　

7月 08日(木) 20周年記念例会について　芹澤貞治

             実行委員長、理事会

909回 18:30　かめや惠庵 前年度会長・幹事慰労会

7月 17日(土) クラブ管理運営委員会　

             移動例会　曜日変更

910回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会 

7月 22日(木) ガバナー補佐期首訪問 ガバナー補佐

　           久松会長・重光幹事 

911回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会　

7月 29日(木)  前年度事業・決算報告　

             井上前会長・杉山前幹事

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 本村文一

2009～2010年度

第 19巻 48号

2010年 6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　■■

■さよなら例会　クラブ管理運営委員会■

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

◆◆第906例会　会長挨拶◆◆
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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

906回 22名 17名 - 77.27%

904回 22名 20名 0名 90.91%

●欠席者 (5名)

 宮口雅仁、大池省吾、大村保二、鈴木良則、

 成田みちよ

●スマイル報告

1.井上武雄：皆様、1年間本当にありがとうござい

　ました。

2.杉山壽章：1年間ありがとうございました。

3.鈴木良則：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

4.鈴木博行：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

5.本村文一：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

6.尾島康夫：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

7.久松　但：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

8.植松　但：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。

9.杉山真一：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。 

10.名古良輔：井上会長、杉山幹事、1年間ご苦労様

　でした。楽しい1年でした。

11.渡辺亀一：井上さん、杉山さん、1年間ご苦労様

　でした。

12.芹澤貞二：会長・幹事、1年間ご苦労様でした。

　楽しい例会が1年続きました。

13.宮島賢次：井上会長、杉山幹事、1年間お疲れ様

　でした。良い1年でした。ありがとうございまし

　た。

14.土佐通孝：井上会長、杉山幹事、大変ご苦労を

　おかけしました。有難うございました。

15.鈴木泰次：井上会長、杉山幹事、1年間ありがと

　うございました。

16.重光　純：井上会長、杉山幹事、1年間お疲れ様

　でした。

17.芹澤和子：1年間ご苦労様でした。

18.芹澤和子：ゴルフ同好会にて年間小波賞を井上

　会長からいただきました。

19.栗原侑男：司会進行に協力、1年間ありがとうご

　ざいました。

              

     

幹 事 報 告 

杉山 壽章 幹事

報告・連絡事項

①前年度会長・幹事慰労会（7月17日土曜日）納

  涼例会（8月5日木曜日）の出欠席をご記入下

　さい。

②今年度の各委員の方は下期の活動報告を7月 8

　日迄に事務局へ提出してください。

③ 7月・8月の受付は芹澤和子さんと杉山壽章で

　す。お願いします。  

 

さよなら例会

   

  引き続き、さよなら例会が行われました。 

　開会の挨拶は、名古さん

　今年度会長、幹事執行部に対してねぎらいの

　言葉をいただきました。
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乾杯の発声は鈴木博行さん

　　　カメラ目線ＯＫ

　　　　　　ポーズよし

にこにこ。久松さん、少し表情硬いです。

　　　　　カラオケ大会で歌う杉山幹事。

まじめそうに何を歌っているのでしょうか？

20周年記念の余興に決定！

名前は「じじザイル（？）」

100%うけること間違いなし。

　ソングリーダーは、意外（？）に着ぐるみが

　似合っている芹沢和子さん

最後に閉会の言葉は、鈴木泰次さん。

今日は、無事に来てくれました。よかった。

皆さん1年間ご苦労様でした。




