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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

2010～2011年度

第 20巻 6号

2010年 8月 5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　■■

 納 涼 家 族 例 会

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　東京都足立区や杉並区で、都内最高齢者とされ

る男女の所在不明などが発覚したことをきっかけ

に、各自治体が100歳以上のお年寄りの安否確認

に追われています。中には、本籍地で死亡が確認

され、すでに戒名が付いているにもかかわらず、

住民登録上は「生存」しているなどというような

ケースもあったようです。

　静岡県でも熱海市で、生存していれば99歳の

夫といっしょに所在不明だった100歳の女性は、

本籍地の北海道函館市に照会したところ、1981年

の死亡が確認され、夫も1986年に亡くなってい

たことが判明しました。

　本来住民票や戸籍の削除は、死亡者の親族らが

住所地や本籍地、もしくは亡くなった地域のいず

れかの自治体に死亡届を提出し、受理した自治体

が関係自治体に通知をすることで、削除される決

まりになっています。

　韓国では、この日本の状況を、30年前に死亡し

た加藤さんや所在が分からない古谷さんの事例を

紹介しながら、「長寿の国と自負する日本で、で

たらめな記録が相次いで明らかになり、日本の長

寿大国の神話は崩れている」と伝えています。

　この問題は、老齢年金や遺族年金の不正受給問

題とも関連し、解決には長い時間が必要なようで

す。

　

　さて、今日は納涼例会ということで、船を貸し

切っての例会・納涼会となります。夜になっても

暑い日が続きますが、暑気払いということで短い

時間ですが楽しんでいただけたらと思います。

8月のプログラム

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

9月のプログラム

915回 12:30　ブケ東海　

9月02日(木)　イニシエーションスピーチ     

916回 12:30　ブケ東海　

9月09日(木)　クラブフォーラム

917回 12:30　東急ホテル　沼津北RC合同例会

9月14日(火)　ガバナー公式訪問

9月23日(木)　祝日休会

918回 12:30　ブケ東海

9月30日(木)　会員卓話 クラブＨＰ作成について

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

912回 22名 16名 - 72.73%

910回 22名 19名 - 86.36%

●欠席者 (6名)

藤原　斉、尾島康夫、大村保二、鈴木良則、

土佐通孝、成田みちよ、

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第912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

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

　8月11日（水)　休会

　8月18日（水)　早朝例会（水と緑の杜公園）　　

　　　　　　　　メイクアップ出来ます。

②御殿場ロータリークラブ

　8月12日（木)　特別休会　

理事会報告

1.協議事項

①9月度プログラム 宮島賢次クラブ管理運営委員長

②9.10月の座席表について　渡邉亀一SAA 

　いずれも提案のとおり承認する。

納　涼　会

　　　　　　　　　　　　

　今年は、会員増強維持も考慮し魅力ある楽しいク

ラブ創りの一環として、10年振りに船上納涼会を催

しました。食事も皆で時間を掛けて焼きながら食べ

るバーベキューです。冷たいビールを飲みながら、

また、子供は飲みたい放題ジュースを飲みながら、

楽しいひと時を過ごせればと願っておりました。

　初めに司会を務

めます今夜のホス

ト宮島です。

（自分で写真を載

せるには少々勇気

が要りました。）

　では乾杯のご発声を何時

もよりお若い植松　正君に

お願いします。

（ご本人は「もう40代です

から若くありません」と言

われましたが、毎回前に出

てこられる方は60才以上ば

かりですから・・・ちょっ

と言い過ぎました。）

生ビールで乾杯です。

一斉に乾杯です。（Goodなアングル）

　Ａテーブル

　

 

 

　　　　　

　　　　　Ｂテーブル

　Ｃテーブル

　　　　　Ｄテーブル

 

 

　Ｅテーブル

（懐かしいピース）

　　　　　Ｆテーブル

 

 

Ｇテーブル

まだ出場していない方

はいらっしゃいますか

？

宴酣ですが以上で納涼会を終了します。今夜は如何

でしたか？楽しく過ごせて頂けたでしょうか？

　また、楽しい企画をしたいと思います。皆様有難

う御座いました。
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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

2010～2011年度

第 20巻 7号

2010年 8月 19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　■■

 会員増強セミナー報告

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　先週の8日、2620地区の富士山世界文化遺産登

録推進運動に協賛して、社会奉仕委員会主催の富

士登山が行われました。沼津からは、沼津RC4名

と沼津北RC2名の 6名が参加し、2620地区のRC

の会員は、総勢40名位だったようです。7日の午

後に富士宮口5合目から登り始め、その日の夕方

には山頂に着いたロータリアンもおられたようで

すが、9合目の山小屋で一泊後、8日の朝に山頂

に着き、予定通り8時 8分に手をつなぎ、万歳を

したそうです。さすがに400名の登山客がいたと

いうことで、「手に手つないで」は唄わなかった

そうですが、天気も良く、朝日を浴びて富士山自

身の姿が巨大な三角形の影となって地表に映る「

影富士」と呼ばれる姿も見ることが出来たようで

す。

　当日は、川勝平太静岡県知事も富士山に登りま

したが、歴代知事が公務で富士山に登頂したケー

スは、初めてだったそうです。当初は、横内正明

山梨県知事も山梨県側から登り、山頂で握手する

趣向だったようですが、横内知事が登山を途中で

断念した為に結局実現しませんでした。一方川勝

知事は頂上で「富士山からの景色は神々しかった。

なんとか世界遺産にしたい」と感想を述べたそう

です。

　さて、本日は6月に開催された「会員増強セミ

ナー」の報告ということで、井上さんより卓話を

して頂きます。会員増強の為に参考になればと思

います。

8月のプログラム

914回 12:30　ブケ東海　

8月26日(木)　クラブフォーラム(20周年記念例会)

9月のプログラム

915回 12:30　ブケ東海　

9月02日(木)　イニシエーションスピーチ     

916回 12:30　ブケ東海　

9月09日(木)　クラブフォーラム(インターアクト)

917回 12:30　東急ホテル　沼津北RC合同例会

9月14日(火)　ガバナー公式訪問

9月23日(木)　祝日休会

918回 12:30　ブケ東海

9月30日(木)　会員卓話 クラブＨＰ作成について

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

913回 22名 15名 - 68.18%

911回 22名 20名 - 90.91%

●欠席者 (7名)

宮口雅仁、本村文一、名古良輔、成田みちよ、

大村保二、鈴木良則、鈴木泰次、

●他クラブへの出席者　

鈴木良則、渡邉亀一（8/7　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.重光　純：入会記念のお祝い有難う御座います。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 宮島賢次

◆◆第913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

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

　9月20日（月）　祝日休会

　9月27日（月）　観月例会　（会場未定）

②静岡南ロータリークラブ

　9月21日（火）　休例会　メーキャップは受け付

　　　　　　　　けません。

③沼津柿田川ロータリークラブ

　9月13日（月）→19日（日）　30周年創立例会

　9月20日（月）　休会（敬老の日）

　9月27日（月）→24日（金）　ガバナー公式訪問 

　　　　　　　　於・東急ホテル

④富士ロータリークラブ

　9月15日（水）　夫人同伴観月夜間例会　18:30～

　9月22日（水）　特別休会

⑤新富士ロータリークラブ

　9月14日（火）→11日（土）おきがる無料相談会 

　　　　　　　　於：ロゼシアター16:00～

　9月21日（火）　観月会　於：ラ・テラス18:30～

会員増強セミナー報告

　会員増強維持委員長

　井上　武雄君

　8月は、会員増強および拡大月間に

なっています。会員増強について考

えてみました。

1,ロータリーとは

　ロータリーは人道的奉仕を行い、あらゆる職業に

おいて高度の道徳的基準を守ることを奨励し、かつ

世界における親善と平和の確立に寄与することを目

指した実業人および専門職業人が世界的に結びあっ

た団体です。

　簡単に言えば自分を磨き人を育て、時には慈善行

為、ボランティア活動などを行う世界的な団体です。

2,ロータリーの奉仕理念とは

　ロータリーの奉仕理念とは他への思いやりの心、

助け合いの心、他人のお役に立つ行いをしようとす

る心です。

　寛容、慈愛、忍耐、（創始者 ポールハリスの信

条）

3,ロータリーの目的とは

　ロータリーの目的は、それぞれの会員の企業活動

の根本に奉仕理念をおいて、それを磨き上げる事で

す。価値ある企業活動の基礎として奉仕の理念を奨

励し育成することです。

①奉仕の機会を得るときには、交友関係を発展させ

　ること。

②社会に奉仕する機会を得るときは、企業と専門職

　が有する高い倫理基準を持ち、役立つ仕事はすべ

　て価値あるものと認識し、そして、ロータリーア

　ン各自の職業を尊厳あるものにすること。

③ロータリアンの一人１人が、個人として、職業人

　として、地域社会の一員として、奉仕の理念を実

　践すること。

④奉仕の理念に結ばれた実業家と専門家の世界的な

　団体を通して、国際理解・親善・平和を促進する

　こと。

　私がロータリーに入って良かったと思うことは、

次のことです。

①新しい出会い

②親友を得る

③信用が高まる

④地域社会での奉仕活動の機会が得られる

⑤ロータリーは人を作る

⑥多くの友を得ることが出来る

⑦自分を成長させる

　ロータリーの目的と意義をもう一度見詰め直して、

会員増強拡大月間の8月に、改めてクラブ発展の為

に全会員一丸となって協力して活動することを、皆

様にお願いしたいと思います。

藤原（　４　） 久松（⑤）＋２ 井上（　⑤　）

重光（４，１）

-------------------------7月分出席一覧 -----------------------

栗原(　⑤　) 宮島(　⑤　) 宮口(　４　) 本村(　４　）

名古(　４　） 成田(　１　) 大村(４、１) 尾島(　４　) 芹澤貞(　⑤　) 芹澤和(　４　)

杉山真(⑤)＋１ 杉山壽(⑤)＋１ 鈴木博(⑤)＋１ 鈴木泰(⑤)＋１ 鈴木良(４，１) 土佐(　３　) 植松(⑤)＋１

渡辺(　⑤　)

例会出席％　86.36　% 地区報告％　89.09　　%

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

2010～2011年度

第 20巻 8号

2010年 8月 26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　20周年記念例会について

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　外国為替市場で急激な円高が進んでいます。24

日には、15年振りに1ドル83円台を記録し、

1995年に記録した1ドル79円台の可能性も出て

きました。

　円高は、車などの工業製品などの輸出企業に打

撃を与える一方で、原油や食料品などの輸入品は

安い価格で購入出来るなどのメリットもあります。

スーパーなどの円高差益還元セールなどはその例

ですが、原油・天然ガスなどは電気代・ガス代の

価格下落により、電力会社・ガス会社等にはメリ

ットは無いようです。

　円相場は、1971年に 1ドル360円だったものが、

約18年後の1989年には1ドル120円となり、そ

の約6年後には1ドル80円となった事になります。

　1989年の円高不況の後、日本企業は円高対応の

ため海外進出を積極的に進めていった結果、好景

気を招くと共に株高となりバブル景気を迎えたわ

けですが、今回の円高はすでに海外進出が進んで

いる中で、デフレと輸出企業の景気悪化を招き、

株安に繋がるという悪循環に落ちいっています。

　中国からの観光客も、この円高で韓国に流れ始

めているようです。また、在日中国人の中国への

現金送金は、増加する一方のようです。

　9月末には、エコカー減税等も終了することか

ら、さらなる景気の悪化も懸念されますので、政

府・日銀等による早期の金融緩和政策等が期待さ

れるところです。

　さて、今日は、来年5月 29日に行われる20周

年記念事業についてのクラブフォーラムとなりま

す。芹澤貞治実行委員長には、記念事業について

ご尽力いただいているところですが、本日はよろ

しくお願いします。

9月のプログラム

915回 12:30　ブケ東海　

9月02日(木)　イニシエーションスピーチ     

916回 12:30　ブケ東海　　　　　　　　理事会

9月09日(木)　クラブフォーラム(インターアクト)

917回 12:30　東急ホテル　沼津北RC合同例会

9月14日(火)　ガバナー公式訪問

9月23日(木)　祝日休会

918回 12:30　ブケ東海

9月30日(木)　会員卓話 クラブＨＰ作成について

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター
1.伊東哲夫様：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

914回 22名 19名 - 86.36%

912回 22名 18名 2名 90.91%

●欠席者 (3名)

宮口雅仁、大村保二、鈴木博行、

●他クラブへの出席者　

大村保二、鈴木博行（8/24 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 宮島賢次

◆◆第914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

●スマイル報告

1.伊東哲夫君(沼津北RC)：お世話になります。

2.名古良輔：誕生日のお祝い有難う御座います。

3.成田みちよ：誕生日のお祝い有難う御座います。

　　　　　　所用につき早退させて頂きます。

4.土佐通孝：都合により早退させて頂きます。

5.久松　但：芹澤実行委員長クラブフォーラム宜

　　　　　　しくお願いします。

クラブフォーラム

　20周年記念例会実行委員長

　芹澤貞治君

　20周年記念例会の第一回目のフォーラムであり、

まだ実行委員会にしてもはっきりとした方向性が

定まっていない為、会員皆様の意見、考えを出し

て頂きたいと思い、質問を主としたフォーラムと

しました。色々な参考となる意見を頂き、20周年

記念例会に活かして行きたいと思います。

⦿組織表

◎顧問委員会 ：鈴木良則、鈴木博行

◎会長　 ：久松　但

◎幹事　　　　：重光　純

◎実行委員長　：芹澤貞治

◎実行副委員長：栗原侑男

◎実行委員　　：大村保二、名古良輔、杉山壽章 

　　　　　　　　宮島賢次、植松　正

◎実行委員会

・総務・式典（企画・渉外・受付）

　委員長　　　：杉山　壽章

　アドバイザー：大村保二、重光　純

　委員　　　　：土佐通孝、芹澤和子、尾島康夫

　　　　　　　　成田みちよ、藤原　斉

・記念事業（広報・記念誌・記録）

　委員長　　　：宮島賢次

　アドバイザー：名古良輔、久松　但

　委員　　　　：鈴木泰次、本村文一、宮口雅仁

　　　　　　　　杉山真一

・祝賀（親睦会・友愛の広場）

　委員長　　　：植松　正

　アドバイザー：栗原侑男

　委員　　　　：渡邉亀一、井上武雄

・会計　　　　：大村保二

⦿意見・提案の集約

◆記念事業

　前周年事業の経過を踏まえると、多数の学校等

の団体に対するよりも、例えば植樹を公共の場に

行うなど、一つの事業に絞った方が記念としての

物が残り広報活動にも繋がるのではないか。

◆講演

１、時世を考え経済人に専門的な意見・話を聞く。

２、昨年発足したインターアクトクラブの生徒を

　招待するのであれば、広い年代に興味を引くよ

　うな楽しい話題を提供してくれる講師が良い。

３、過去の地区大会などで感銘を受けた講師のパ

　ストガバナー、ロータリアン。

４、ＩＭの様にテーマに沿うものではないので、

　気楽に楽しく聞きながらも心に残る様な話が良

　いのでは。

◆アトラクション

　インターアクトクラブの加藤学園マーチングバ

ンド部の演奏とチアリーディングなど、当クラブ

との関係上良いのではないかという意見がありま

した。

　また、それに対し酒宴の中での鑑賞になるので

出演してくれる学生に対してどうなのか？という

意見も有りました。

　色々な意見を頂戴し有難う御座いました。参考

にさせて頂き、今後の準備作業に活かして行きた

いと思います。




