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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

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

  6月 11日より南アフリカにおいて、サッカーの

ワールドカップが開催されております。日本は残

念なことに6月 29日に決勝トーナメント1回戦に

おいて、PK戦の末パラグアイに負けてしましまし

た。 4年に一度に行われるこの大会は、1か月間を

かけて戦うスポーツ界最大の大会です。また、ア

フリカで初めての大会とあって、アフリカ勢の活

躍も期待されましたが、決勝トーナメントに進ん

だのはガーナだけという結果に終わりました。

　一方、南米勢は強く、出場5カ国のうち4カ国が

ベスト8に進むという快挙を果たしました。

　また、今大会は、南アフリカの治安の悪さや高

地での試合が多く組まれていること、ドイツ対イ

ングランドの誤審問題や公式球ジャブラニの扱い

にくさなど、様々な問題も指摘されています。

　再来週の例会の時までには、優勝国も決まって

いますが、日本勢の活躍により、国内でも話題が

尽きません。

　

 さて、今年度は7月 1日に始まり、6月 30日にさ

よなら例会を迎えるという例年よりも1年間を目一

杯に使う年度です。また、来年5月には20周年記

念事業も控えています。みなさまのご協力を頂き

ながら精一杯会長職を勤めたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

7月のプログラム

908回 12:30　ブケ東海　クラブフォーラム 

7月 08日(木) クラブ運営規定について 

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　

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

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　

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

2.杉山栄一様：沼津北RC

3.太田昭二様：沼津柿田川 RC

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

907回 22名 21名 - 95.45%

905回 22名 16名 0名 72.73%

●欠席者 (1名)

宮口雅仁

●他クラブへの出席者

芹澤和子（6/26　沼津柿田川RC）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 尾島康夫

2010～2011年度

第 20巻 1号

2010年 7月 1日

地域をはぐくみ、大陸をつなぐ地域をはぐくみ、大陸をつなぐ

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907例会　会長挨拶◆◆

●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負
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●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.影山桓義様（沼津北RC）：宜しくお願いします。

　　　　　私も来年は北クラブに入って20年です。

2.久松　但：１年間、よろしくお願いします。

3.重光　純：１年間、よろしくお願いします。

4.杉山壽章、宮島賢次、本村文一、植松　正、

　渡邉亀一、名古良輔、鈴木泰次、芹澤貞治、

　杉山真一、芹澤和子、土佐通孝、鈴木良則、

　　　　　：久松会長、重光幹事、１年間、宜しく

　　　　　　お願いします。

5.栗原侑男：新会員、藤原さんを、宜しくお願いし

　　　　　　ます。

6.藤原　斉：本日入会となりました。よろしくお願

　　　　　　いいたします。

7.成田みちよ：入会記念ありがとうございました。

8.尾島康夫：6/20のゴルフコンペ優勝しました。

　　　霧の中でしたが、好スコアで、まわれました。

9.新旧会報委員会：ご苦労さん会の残金です。

10.成田みちよ：所用につき、早退させて頂きます。

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

7月 15日（木）　前会長・幹事慰労会　18:00～ 

於：名鉄菜館

2.報告・連絡事項

①前年度会長・幹事慰労会（7月 17日(土)）及び納

涼例会（8月 5日(木)）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(

木)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さん

です。よろしくお願いします。

3.新会員紹介

　　

　　藤原　斉君

職業分類     　　 総合結婚式場 

事業所名    　　　株式会社　ブケ東海　沼津 

事業所での地位 　 婚礼営業部次長 

事業所所在地  　  〒410-0053　沼津市寿町 7-37 

事業所電話   　   055-922-5522 

事業所 FAX  　     055-922-5525 

推薦者　　   　   栗原侑男

会長・幹事の抱負

　

　久松　但 会長

　会長挨拶でも述べまし

たが、来年5月には20周

年を迎えます。何よりも

この記念事業を成功させ

ることが第一の目標です。芹澤実行委員長には、昨

年の IACに続き今年もご尽力いただくことになりま

すが、よろしくお願いします。また、会員各位にお

かれましても、様々なお願いをすることになるかと

思いますが、その節にはよろしくお願いします。

　2つ目の目標は、クラブのホームページの作成で

す。広報委員会にご協力いただくことになりますが、

沼津の4クラブでホームページが無いのが西クラブ

だけという状況ですのでご協力をお願いします。

　3つ目は、IACの道筋をつけたいと考えています。

加藤学園高校からは、金銭的な希望はないと聞いて

いますが、クラブとしての考え方を決めていきたい

と思います。

　最後に目標とはしなかったのですが、100％ホーム

出席をして、来年の6月 30日のさよなら例会のとき、

この場に立って挨拶が出来ることを願っています。

　重光　純 幹事

　当クラブに加入させて

いただいてから2年も経

過していないにもかかわ

らず、幹事という大役を

担うことになり、まだ若輩者でロータリーに対する

知識も不十分な私に務まるかという不安を禁じえま

せんが、何とか久松会長の足手まといにならないよ

うに和やかなクラブ運営の一助となるべく努力をし

たいと思います。

　幹事としては、ホーム出席率 100パーセントは当

然に達成すべき義務であると理解しておりますが、

残念ながら7月17日の前年度会長幹事慰労会に欠席

せざるを得なくなり、その義務を達成できないこと

について、大変申し訳なく思っております。

　当クラブの和気藹々とした雰囲気を維持して、今

までどおりに皆様が例会等を楽しく過ごせるような

クラブ運営を実現するとともに、今年度最大のイベ

ントである当クラブの20周年記念式典を成功させる

べく、微力ながら努力する所存ですので、これから

の1年間、どうぞ宜しくお願い致します。
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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

2010～2011年度

第 20巻 2号

2010年 7月 8日

地域をはぐくみ、大陸をつなぐ地域をはぐくみ、大陸をつなぐ

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

●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■クラブフォーラム　クラブ運営規程改定について

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　先月の30日に当クラブの初代会長で、前
静岡県商工会連合会会長でありました森延敏
様が享年87歳でお亡くなりになりました。7
月3日（土）の通夜、7月4日（日）の告別
式と会員の皆様にもご協力を頂き、ありがと
うございました。また、鈴木良則会員及び大
村保二会員におかれましては、沼津市商工会
の会員としてもご苦労様でした。

　当クラブは、沼津北ロータリークラブの30
周年記念事業として設立されました。当時沼
津北ロータリークラブの会員でいらっしゃっ
た森延敏様、鈴木博行会員に、鈴木良則会員、
名古良輔会員らを加え、1991年 5月 30日に
30名で発足しました。森延敏会長に鈴木博行
幹事という体制で、当時は原町商工会を例会
場として、食事もお弁当を毎回用意するとい
う形であったと伺っております。

　さて、森延敏様は、原町商工会の会長とし
て長く原町の発展に寄与すると共に、県の商
工会連合会の会長としても商工会会員のため
にご尽力されました。平成16年春の叙勲で
は旭日双光章を受け、また、静岡新聞夕刊の
「窓辺」では3ヶ月に渡り商工会やロータリ

ークラブのことなどを寄稿なさいました。

　今でも、ここブケ東海で行いました叙勲の
パーティーの際に、森さんが奥様と共に恥ず
かしながらも嬉しそうに席を回っていたこと
が昨日のことのように思い出されます。謹ん
で森延敏様のご冥福をお祈りしたいと思いま
す。

7月のプログラム

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　

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

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　

8月のプログラム

912回 18:30　納涼例会(18:30沼津港より出港）

8月 5日(土) クラブ管理運営委員会　

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

908回 22名 20名 - 90.91%
906回 22名 17名 0名 77.27%

●欠席者 (2名)

大村保二、成田みちよ

●他クラブへの出席者

植松　正、杉山真一（7/1加藤学園インターアクト
クラブ）、久松　但、重光　純（7/6　沼津北RC）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 尾島康夫

◆◆第908例会　会長挨拶◆◆
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●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.鈴木良則：暑中お見舞い申し上げます。

2.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございます。
3.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございます。
4.杉山真一：入会記念のお祝いありがとうございま
す。
5.渡邉亀一：入会記念品、ありがとうございました。
 
6.久松　但：入会記念のお祝いありがとうございま
す。
7.宮口雅仁：入会記念のお祝いありがとうございま
す。
8.土佐通孝：入会記念のお祝いありがとうございま
す。
9.尾島康夫：入会記念のお祝いありがとうございま
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
7月 22日（木）　期首懇親会の為　於：松葉楼 
18:00～
8月 12日（木）　特別休会

2.報告・連絡事項
①納涼例会（8月5日(木)）の出欠席をご記入下さい。

②前年度の各委員の方は下期の活動報告を本日中に
事務局へ提出してください。

③ 4クラブ合同ゴルフコンペが10月 3日(日)に新沼
津カントリークラブで開催される予定です。

理事会報告

協議事項
① 8月度プログラム 

 クラブ管理運営委員長　宮島賢次君　プログラム
担当　重光　純、クラブ管理運営委員会の原案ど
おりとする。   
     
②クラブ運営規程改定の件
　第4条（登録料・旅費・宿泊費に関する規定）：
支給区分を「登録料・旅費」とする。
　第10条（スマイル）：基本となる入会記念日・
会員及び夫人（家族）誕生日を3,000円で統一する。

③藤原　斉君の所属を、クラブ管理運営委員会と
する。

クラブフォーラム

　久松会長より、当クラブの運営規程について、

改訂したい旨の話があり、以下のように提案され

た。

○第4条の年次地区大会の登録料・旅費に関する規
程について、支給区分を「登録料・旅費」とする。

○第10条スマイルについて、基本となる入会記念
日・会員及び夫人（家族）誕生日を3,000円で統一
する。

　このうち、年次大会の登録料については、「金
額も多額になり、予算不足に陥らないか」との質
問もあったが、会長より、他クラブの例もあり予
算的には、他の経費節減等により実施可能である
旨の発言があった。

　なお、登録料については、クラブ負担額を10万
円を限度とし、登録者が10名以下の場合は、一人
当たり1万円、10名を超える場合は、10万円を登
録会員数で除した金額を一人当たりの支給額とす
る旨説明があった。

　スマイルについては、お願いという形で話があ
った。

久松会長

-------------------------6月分出席一覧 -----------------------

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

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

渡辺(　④　)

例会出席％　81.82　% 地区報告％　81.82　%

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

2010～2011年度

第 20巻 3号

2010年 7月 17日

地域をはぐくみ、大陸をつなぐ地域をはぐくみ、大陸をつなぐ

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

●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■かめや惠庵   前年度会長・幹事慰労会

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　

　今日、九州北部から関東北陸までの広い範囲で

梅雨明けしたと、気象庁から発表されました。各

地とも平年よりも1日～5日程度速い梅雨明けだっ

たようで、最高気温は軒並み30度を超えたようで

す。

　　梅雨末期の大雨で、岐阜県では土砂崩れによ

る死亡者や、河川の氾濫による行方不明者も出て

いるようです。この時期の大雨としては、昭和49

年 7月 7日の七夕豪雨を思い出します。静岡県では、

7月 7日の1日で500mmを超える雨量となり、県内

の被害としては、死者27名・家屋の倒壊32戸・床

上床下浸水が25,000戸を超えるという大災害でし

た。当時中学生だった私は、学校に行こうにも、

あまりの大雨で道路と川の区別ができないほどで、

おそるおそる道路を探して通学した覚えがありま

す。また、数日後、当日休んでいた友人が、自宅

の2階まで雨水が浸水し1階のタンスがぷかぷか浮

いていたという話を聞いた記憶があります。

　なお、当日は、静岡県知事選挙の開票日だった

ようです。当時は、投票日の日曜日に即日開票と

は行かず、翌日の月曜日に開票していました。こ

のため、月曜日の7日は、豪雨と選挙でマスコミ各

社は大変だったようです。

　さて、本日は、前年度会長・幹事慰労会です。2

人の希望で伊豆長岡での宿泊となりました。宿泊

は、今年の新年会以来だと思います。温泉もあり

ますので、ゆっくり休んで頂いて、沢山のアルコ

ールとおいしい料理を召し上がっていただき、楽

しんでもらえばと思います。

7月のプログラム

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

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　

8月のプログラム

912回 18:30　納涼例会(18:30沼津港より出港）

8月 5日(木) クラブ管理運営委員会　

8月 12日(木）裁量休会

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

909回 22名 15名 - 68.18%

907回 22名 21名 0名 95.45%

●欠席者 (7名)

藤原　斉、名古良輔、成田みちよ、尾島康夫、

重光　純、鈴木良則、土佐通孝

●他クラブへの出席者

鈴木博行（7/13　沼津北RC）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 尾島康夫

◆◆第909例会　会長挨拶◆◆
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●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.杉山壽章：慰労会、楽しみです。
2.久松　但：井上会長、杉山幹事、ごくろうさまで
した。
3.芹澤貞治：前年度、井上会長、杉山幹事、１年間
ご苦労様でした。今日は、ゆっくりして下さい。
4.鈴木博行：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
5.渡邉亀一：井上前会長、杉山前幹事、一年間御苦
労様でした。
6.大村保二：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
7.鈴木泰次：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
8.本村文一：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
9.植松　正：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
10.杉山真一：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。
11.芹澤和子：前年度、井上会長、杉山幹事、一年間
ご苦労様でした。

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
　7月27日（火）　夜間例会　於：葵タワー4Fグラ
ンディエール・ブケトーカイ
②富士宮ロータリークラブ
　7月19日（月）　祝日休会
　8月9日（月）　ガバナー公式訪問 2クラブ合同例
会
③富士宮西ロータリークラブ
　8月6日（金）→9日(月)　ガバナー公式訪問 2ク
ラブ合同例会　於：パテオン
　8月13日（金）　お盆休会
④富士ロータリークラブ
　8月11日（水）　特別休会
　8月18日（水）→17日(火)　ガバナー公式訪問 2
クラブ合同例会　於：ホテルグランド富士
⑤新富士ロータリークラブ
　8月10日（火）　特別休会
　8月17日（火）　ガバナー公式訪問 2クラブ合同
例会　於：ホテルグランド富士
⑥沼津ロータリークラブ
　8月13日（金）　裁量休会　メーキャップの受付
はいたしません。

2.報告・連絡事項
① 9月 14日（火） ガバナー公式訪問 2クラブ合同例
会（於：沼津東急ホテル）の出欠席をご記入下さい。

前年度会長・幹事慰労会

　前年度会長・幹事の慰労会は、かめや恵庵にて移

動例会の後行われました。

　宮口君の司会で、鈴木博行君の開会の挨拶の後、

芹澤貞治君の乾杯の音頭で慰労会が開始され、最後

は、大村保二君の閉会の挨拶で終わりましたが、前

年度の井上会長、杉山幹事の慰労という事で会は大

いに盛り上がりました。

井上前会長

ご苦労さまでした

杉山前幹事

ご苦労さまでした

かめや恵庵での例会風景　
いつもよりリラックスしています

鈴木博行君の開会挨拶 芹澤貞治君の乾杯

大村保二君の閉会挨拶
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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

2010～2011年度

第 20巻 4号

2010年 7月 22日

地域をはぐくみ、大陸をつなぐ地域をはぐくみ、大陸をつなぐ

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

●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■クラブ協議会　ガバナー補佐期首訪問■

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　今月の17日、改正臓器移植法が施行されました。

この改正により家族の承諾があれば、本人の臓器提

供の意思が不明な場合も臓器提供できるようになり

ました。また、15歳未満の子供の、脳死状態からの

臓器提供も可能になりました。

　脳死については議論のあるところですが、毎年の

ように心臓や肝臓の移植を求める子供達が、寄付を

募ってカナダやアメリカに渡る姿を見て、いつか日

本で移植を受けられないものかと思っていました。

現実的には、費用の問題や臓器提供者の少なさなど

問題は多いようですが、臓器移植しか生きる手だて

のない子供達の命が少しでも助かればと思います。

　先月の5日から、医師の大鐘稔彦氏原作の「孤高

のメス」という小説をドラマ化した作品が、全国の

映画館で上映されています。既に見た方もいらっし

ゃるかもしれませんが、この話は平成元年頃の話で、

脳死状態からの臓器移植が法的に認められていない

時のものです。外科医に扮する堤真一が、田舎の市

民病院に赴任し、脳死状態となった少年の肝臓を、

臓器移植しか命を救う手段がない、と宣告された市

長に移植することによって、命を救うという話しで

す。少年は、人の役に立つ職業に就きたいと願った

ものの、交通事故で脳死状態となり、一人息子を失

った小学校教諭扮する余貴美子が、子供の思いを伝

えるべく臓器提供も申し出るというものです。もし

機会があれば、映画館に足を運んでいただければと

思います。

　さて、本日は、加藤知治ガバナー補佐の期首訪問

となります。クラブ協議会の冒頭でご挨拶を頂くこ

とになるかと思いますので、よろしくお願いします。

7月のプログラム

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　

8月のプログラム

912回 18:30　納涼例会(18:30沼津港より出港）

8月 5日(木) クラブ管理運営委員会　

8月 12日(木）裁量休会

913回 18:30　ブケ東海　 会員増強セミナー報告

8月 19日(木)      

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

910回 22名 19名 - 86.36%

908回 22名 20名 1名 95.45%

●ゲスト

1.第2620地区第3分区ガバナー補佐：

  加藤知治（富士RC）様

2.第2620地区第3分区ガバナー補佐事務局：

　吉野栄司（富士RC）様

●欠席者 (3名)

本村文一、成田みちよ、土佐通孝

●他クラブへの出席者

大村保二（7/20　沼津北RC）、鈴木良則、杉山壽章

（7/10　米山記念館）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 尾島康夫

◆◆第910例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1. 加藤知治様（ガバナー補佐）：第 3分区ガバナー 
補佐クラブ訪問させて、頂きます。中山年度一年間、宜
しくお願い申し上げます。

2. 久松　但：加藤ガバナー補佐様、吉野事務局様、本
日は、宜しくお願いします。

3. 重光　純：加藤ガバナー補佐様、吉野事務局様、本
日は、宜しくお願いします。

4. 鈴木良則：本日は特に暑く感じます。クーラーと扇
風機を同時に使い風邪を引いた様です。気をつけましょ
う。

5. 藤原　斉：先週の例会を欠席させていただきました。

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
　8月 09日（月）　夜間例会
　8月 16日（月）　裁量休会
②沼津北ロータリークラブ
　8月 10日（火）　裁量休会
　8月 17日（火）　夜間例会

ガバナー補佐往訪挨拶

  
  超我の奉仕」標語の如く奉仕に共鳴しているロータリ
ークラブそしてロータリアンの皆さん、ガバナー補佐期
首訪問に際しレイ・クリンギンスミス RI会長並びに第
2620地区中山正邦ガバナーの補佐役として、ご挨拶申
し上げます。
　2010-11年度 RI会長はテーマを「地域を育み、大陸を
つなぐ」と示しました。改めてロータリーとは何か、ロ
ータリークラブは何をする団体なのか、又客観的見地か
らロータリーの人達は金持ちで余裕の有る人達の集まり
ではないかと思われている現実を鑑み、ロータリアン以
外の人々にもっとロータリーの目的を知ってもらうこと、
ロータリアンにはロータリーの原則の重要性を再認識し
てもらうことが求められていると、クリギンスミス RI
会長は述べています。そしてクラブ奉仕と職業奉仕は人
生を謳歌し、善き市民となるよう私達を導いてくれるも
のです。社会奉仕と職業奉仕を合わせるなら、地元の地
域社会をより住みやすく、働きやすい場所にすることが
できるのでは、また国際奉仕は、国や大陸を異にする海
外のクラブと協力し、世界理解、親善、平和を広め、世
界をより良い場所にするための機会を、私達に与えるも
のであり、ロータリーが、ロータリークラブの連合体で
あると同時に、奉仕の精神から成り立ていることを忘れ
てはならないと語っています。更にロータリーは世界で
も比類のない優れた組織で有ることは言うまでもなく、
世のため人のために微力ながら奉仕するロータリーをお
いて右に出る団体はないとも話しております。
　
　中山正邦地区ガバナーは標題に「ロータリアン、奉仕
をクラブへ、地域へ」と掲げ、「不易流行」と言う言葉
を話されました。RIは新長期計画で有り、ロータリー
財団は「未来の夢計画」だと思うと同時に、ロータリー

の第Ⅱ世紀に向けてロータリアンの皆さんが、クラブの
魅力向上とブラッシュアップへ繋げ、ロータリーの認知
度を上げ、地域へ奉仕ができれば、明るい未来が広がる
ことでしょう。各々のクラブがあってこそロータリーは
偉大であり、会員あってこそクラブは偉大であります。
すべての基本はロータリアンとクラブです。と中山ガバ
ナーは「地区目標」の前置きとして話されています。以
上は RI会長、及び地区ガバナーが地区協議会とガバナ
ー月信にて発表されております。
　
　冒頭申しました通りパイプ役である補佐に求められて
いる任務は、ガバナーの意思方針を分区のクラブにお伝
えし、反面クラブの計画やご意見情報をガバナーにお伝
えすることと認識しております。各クラブの奉仕活動、
クラブ運営等はそれぞれ内容に相違があるのは当然であ
ります．各々のクラブが第Ⅱ世紀に向って如何に持続発
展して行くかは、会員各位の双肩に掛っていると言って
も過言では有りません。景気低迷と高齢化が会員減少の
主たる要因で、クラブ運営に少なからず影響しているこ
とは確かで有ります。何としても新会員の確保、会員増
強はクラブにとって、大きな課題であることは申すまで
もありません。性別を問わず各クラブ純増１名以上の会
員増強に向け努力願います。
　次に、奉仕活動はロータリーの認知度を上げ、地域へ
奉仕の輪を広げる事が出来れば明るい未来が広がり、且
ロータリアン以外の人々や地域にも大きく貢献できると
思います。その奉仕活動についても自分達のクラブの棚
卸と長期計画(2010～13年)について見直して見ること
を提言します。ばらまきの奉仕でなく、一点集中的奉仕
を継続することも一つの方法ではないかと考えます。ク
ラブが会員にとつて魅力有るクラブにする基本は親睦と
信頼だと思います。会員増強と減少を食い止める事を、
具現するならクラブ奉仕が第一であって、クラブが元気
に活動することは、他の職業、国際、社会奉仕の目的も
果たせるのではないでしょうか。
　いよいよ中山正邦ガバナー年度がスタートしました、
第3分区ガバナー補佐としてガバナーと分区クラブの連
携を保ちながら補佐の役目を進めて参りたいと考えてい
ます、ご指導ご鞭撻お願い申し上げます。

クラブ協議会報告  重光　純幹事

 ガバナー補佐の加藤様と同事務局の吉野様にご同席い
ただき、今年度の活動計画に関するクラブ協議会を行い
ました。
　まず、久松但会長より今年度の会長方針に関する説明
が行われ、続いて、各委員会の委員長又は副委員長より
今年度の活動方針についての説明があり、その後、会計
の大村保二君より今年度の予算に関する説明がなされ、
最後にガバナー補佐の加藤様よりクラブ協議会に関する
御講評を頂戴しました。
　当クラブは今年度に創立 20周年事業を控えているこ
とから、当該事業を成功させることが特に重要な課題で
すが、クラブテーマである「クラブ奉仕を通じて地域へ
の貢献を」に基づき、通常のクラブ活動及び 20周年記
念事業を通じて、何らかの方法で地域への貢献を実現で
きるように考えていきたいと思います。
　ただし、20周年事業を成功させることにも、活発な
クラブ活動を通じて地域への貢献を実現させることにも、
やはりその担い手となるクラブ会員数を維持し、増強さ
せていくことがどうしても必要になります。加藤様から
もご指摘を頂戴いたしましたとおり、会員増強はどのク
ラブにおいても重要な課題ですが、歴史も浅く会員数も
多くない当クラブにおいては特に重要な問題であること
から、地区の目標でもある純増 1名を達成するため、会
員全員の努力が必要であると思われます。

静岡第 3分区ガバナー補佐 
富士ロータリークラブ
加藤　知治様

クラブ協議会
今年度の
活動計画の報告
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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

2010～2011年度

第 20巻 5号

2010年 7月 29日

地域をはぐくみ、大陸をつなぐ地域をはぐくみ、大陸をつなぐ

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

●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■クラブ協議会　前年度事業・決算報告

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　今日は朝から大雨となっていますが、17日の梅

雨明け以降、連日猛暑が続いています。昨日も群

馬県の館林市では最高気温が36.8度となり、ま

た、岐阜県多治見市では、26日には38.3度を記

録しました。熱中症による死亡者も80人を超え、

このうち室内で熱中症にかかるケースが半数だそ

うです。室内で熱中症にかかるのは、今の住宅が

密閉性が高く、風通しが悪いのが原因のようです。

熱中症は、外気においての高温多湿等が原因とな

って起こる症状のことで、熱失神・熱痙攣・熱疲

労・熱射病などの総称です。熱中症では、水分を

こまめに取り、日差しを避けるなどの対策が必要

で、体温調節がうまくできない幼い子供や高齢者

のほか、高血圧や糖尿病などの持病がある人は重

症化しやすいようです。また、若い人でもスポー

ツや屋外作業で、水分の補給が少ないために倒れ

る場合が多いようです。熱中症にかかった場合は、

スポーツドリンクを飲んだり、風通しの良い場所

で体を休めることが大事なようです。ちなみに、

味噌汁は極めて有効だそうです。

　そういえば、私達が高校生の頃は、夏の暑いと

きでもスポーツをしているときは、水を飲ませて

もらえず、隠れて水を飲んだりすると根性が無い

など言われていました。部活動の夏合宿など、気

分の悪くなる仲間が必ず居て途中から木陰で休ん

だりしていました。自分も気分が悪くなれば、木

陰で休めるのにと何度も思っていましたが、今考

えると恐ろしいことです。

　さて、今日は、井上年度の活動報告となります。

この後には出席表彰もあるようです。クラブ協議

会での活発な意見をお願いします。

8月のプログラム

912回 18:30　納涼例会(18:30沼津港より出港）

8月 5日(木)　クラブ管理運営委員会　

8月12日(木)　裁量休会

913回 18:30　ブケ東海　

8月19日(木)　会員増強セミナー　井上武雄君 

914回 12:30　ブケ東海　

8月26日(木)　クラブフォーラム

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

911回 22名 20名 - 90.91%

909回 22名 15名 2名 77.27%

●ビジター　

1.小笠原一夫様：沼津北RC

2.羽野久雄様：沼津北RC

3.関　一弘様：沼津北RC

●欠席者 (2名)

成田みちよ、芹澤和子

●他クラブへの出席者

久松　但、鈴木泰次（7/25　R財団セミナー）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 尾島康夫

◆◆第911例会　会長挨拶◆◆
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●クラブテーマ●

クラブ奉仕を通じて地域への貢献を

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

 1.小笠原一夫様（沼津北RC）：お世話になります。

 2.羽野久雄様（沼津北RC）：お世話になります。

 3.井上武雄：出席表彰、ありがとうございます。

 4.芹澤貞治：出席表彰、ありがとうございます。

 5.植松　正：出席表彰、ありがとうございます。

 6.久松　但：出席表彰、ありがとうございます。

 7.栗原侑男：出席表彰、ありがとうございます。

 8.渡邉亀一：出席表彰、ありがとうございます

 9.杉山真一：出席表彰、ありがとうございます。

10.鈴木博行：出席表彰、ありがとうございます。

11鈴木良則：米山梅吉記念館で、館報発送作業が　

　　　　　　8/7にあります。運営委員の方は、宜

　　　　　　しくお願いします。

12.大村保二：所用につき、早退させて頂きます。

13.本村文一：所用につき、早退させて頂きます。

14.土佐通孝；バッジ忘れました。先週うっかりミ

　　　　　　スにより無断欠席となりました。申し

　　　　　　訳御座いません。

出席表彰です。

井上前会長他表彰された皆さんご苦労さまでした。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①長泉ロータリークラブ

　7月28日(水) 早朝例会 （米山記念館庭清掃奉仕）

2.報告・連絡事項

①9月14日（火）ガバナー公式訪問2クラブ合同例会

　（於：沼津東急ホテル）の出欠席をご記入下さい。

②国際ロータリー日本事務局より、2010年8月のロ

　ータリーレートは1ドル＝88円と連絡がありまし

　たのでお知らせ致します。

③8月5日（木）は移動例会で、沼津港を18:30出港

　です。

④8月5日（木）18時00分より、理事会があります。

クラブ協議会　事業・決算報告
　　　　　　　　　　　　

前年度幹事　杉山寿章君　

クラブ協議会の様子

　2009～2010年度各委員長より事業活動報告があり

ました。最初に井上前年度会長から会員の皆様にお

礼の挨拶がありました。

　クラブ管理運営委員会からは、クラブテーマに基

づき効果的な運営に関連する活動を実施出来た旨の

報告がありました。

　クラブ広報委員会からは、読みやすい週報作成に

努めることが出来たと報告がありました。ホームペ

ージ作成については次年度実現に向け引き継ぎした

いとの事でした。

　会員増強委員会からは会員増強を図るために友人

知人同伴例会を2回行なったが中々入会希望者を出す

事が出来なかった。

　奉仕プロジェクト委員会からはインターアクトの

立上げ、認証状伝達式が無事執り行えた事に対して

の会員の協力及び、千本浜遊歩道の清掃についても

加藤学園高校インターアクトの先生、生徒の参加に

よる遊歩道・海岸の清掃を行う事が出来た事に感謝

の意がありました。また、『ベトナム枯葉剤被害者

子弟に奨学金』への会員の協力に対しても謝辞があ

りました。

　続いてロータリー財団委員会、SAAの報告後、植松

君より会計報告がありました。当年度は会員の減少

に伴う収入減や臨時支出（インターアクト）等があ

り最終的にはマイナスの収支で終わってしまいまし

た。

　最後に井上前年度会長に総括して頂きましたが、

会員増強が今後も当クラブの検討課題となりました。

　1年間無事終わることが出来ましたのも一重に会員

の皆様のご協力のおかげです。心よりお礼申し上げ

ます。また、これからも御指導ご鞭撻の程宜しくお

願い申し上げます。




