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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 9号

2010年 9月 2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　■■

イニシエーションスピーチ 藤原　斉君

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　昨日、民主党代表選挙が告示となりました。菅

直人首相と小沢一郎前幹事長の一騎打ちとなりま

したが、国会議員票では今のところ小沢氏が優勢

です。一方、「首相にふさわしい人」を尋ねた報

道機関の世論調査では、小沢氏が菅氏に大きく後

れをとっており、地方議員や党員・サポーターを

含む両候補の得票が最終的にどうなるかは予断を

許さない状況です。静岡県内の民主党議員の中で

は菅氏を押す声が大きいようですが、民主党の代

表が総理大臣を務める可能性が高いことを考える

と、無関心ではいられない状況です。

　マニュフェストの取扱や消費税のあり方など議

論はつきませんが、経済界は管首相の続投支持の

ようです。日本商工会議所会頭、日本経団連会長

などは、「強い経済、財政、社会保障」を旗印に

税財政の一体改革を掲げる菅政権の路線を支持し

ているようです。また経団連は、民主党への政権

交代後の鳩山前政権時代に、小沢前幹事長の主導

で政府与党に距離を置かれ、政策要望すらできな

かったという過去も気になるようです。

　代表選を行う臨時党大会は、9月14日に都内の

ホテルで開かれ、全国から郵送された地方議員票

と党員・サポーター票は、同日朝までに開票され

るものの事前公表はされず、国会議員票の開票が

終了した時点で、3つの投票結果が同時に発表さ

れて新代表が決定するようです。

　さて、今日は藤原斉君のイニシエーションスピ

ーチです。30分という少し長い卓話となりますが、

よろしくお願いします。

9月のプログラム

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.奈良橋　篤様：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

915回 22名 21名 - 95.45%

913回 22名 15名 1名 72.73%

●欠席者 (1名)

成田みちよ

●他クラブへの出席者　

鈴木良則（9/1　三島RC）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 名古良輔

◆◆第915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.井上武雄：入会記念、ありがとうございます。

2.藤原　斉：本日、お話をさせていただきます。

　よろしくお願いします。

3.鈴木良則：三島RCにメーキャップに行きました。

　会員数52名ですが、たまたま、出席率100%でし

　た。元気をもらいました。

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

9月23日（木）　祝日休会

2.報告・連絡事項

次週は理事会がありますので、理事の方はご出席

下さいますようお願い致します。

卓　話

イニシエーション 

　　　　　スピーチ

　藤原　斉君

　私の生まれは昭和35年です。この年を少し調べ

てみましたが、政治的には岸内閣から池田内閣に

替わり、「高度経済成長・所得倍増」をテーマに

挙げた年であり、国内でベルマーク運動が始まり、

世界ではチリ地震が発生、またあの「ダッコちゃ

ん」の発売された年であります。

　私は日興證券の子会社である「日興會館」に昭

和54年に入社いたしまして、その後再開発の話が

進み、現在に至ります。

　最近の挙式スタイルはまだチャペル（キリスト

教式）が多いですが、人前結婚式も徐々に増えだ

してきています。人前結婚式を皆さんはどの様な

物だと思いますか。

　日本の古い挙式スタイルは「神殿」での挙式を

イメージされると思いますが、神殿挙式は明治35

年くらいから一般的になり2年前の明治33年、後

の大正天皇の挙式が先駆けだったようです。

　それまでの一般の方々の挙式は、お料理を用意

した席で集まって頂いた皆さんに対しての誓いで

あり、今の人前結婚式と同じスタイルと言っても

よいと思いますので、そう挙式されるお二人には

お話をさせて頂きます。時代と共に変化して行く

事も大切な事ではありますが、残して行きたい大

切な物もあります。

　式典産業、特にブライダル産業に携わる者とし

て、少しでもこの結婚式という日本独自の文化を

時代の変化を取り入れながら伝えて行くという地

味な仕事ですが、これからも続けてまいりたいと

思っております。

　また、ロータリークラブの一会員として、何も

できませんし何もしておりませんが、若い時に見

ておりましたあの「ロータリークラブ」の会員と

して誇りを持って、公私共に過ごして行ければと

思っております。

編集後記

　藤原さんの卓話を大変興味深く拝聴しました。

日興會舘に藤原さんが入社された昭和 54年、私

も医師として社会に船出しました。その後の医療

の進歩は学生時代には想像もできなかったほどで

す。どこの世界も同じだと思います。

　昭和 54年の医師国家試験にX線CT写真が確か

初めて出題されました。まだ、そんな時代だった

のです。眼科の世界では今 OCTと呼ばれる近赤外

光領域の低干渉波を用いたエコー診断装置が第三世

代に入り普及期を迎えています。

　1ミリにも満たない網膜を構成する十層の構造

を各層ごとに描出できるこの機器は、極早期の緑

内障の診断を可能にしつつあります。成人の中途

失明原因として第一位に躍り出た緑内障の重要性

は、今後ますます高まるはずです。　　　　　　

（文責　名古良輔）
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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 10号

2010年 9月 9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（インターアクトについて）

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　9月4日、5日に静岡県の事業仕分けが実施さ

れました。事業仕分けは、平成14年に元大蔵官

僚の加藤秀樹氏によって設立されたシンクタンク

「構想日本」によって、地方自治体を対象として、

その予算の無駄を明らかにするために行われたの

が最初です。

  県の事業仕分けでは、対象となる110事業のう

ち16事業が不要とされました。このうち教育委

員会関係が7事業有り、半分近くを占めました。

　ご存じの方も多いかと思いますが、その一週間

前の8月 28日、29日には、沼津市でも事業仕分

けが行われています。市民文化センターを会場と

して、44事業について実施されました。当日は

200人を超える傍聴人の中で、コーディネーター

と仕分け人の計6名に市民判定人35名を加え、

最後は多数決という形で不要・改善等の結果を導

いたようです。不要とされたのは、44事業のうち

の6事業です。内容は、「ぬまづ産業振興プラザ

運営事業」「自動交付機運用経費」「少年の船事

業」「シルバー人材センター育成事業」「はり・

灸・マッサージ治療費助成事業」「公共交通活性

化事業」です。

　このうち少年の船事業は、教育委員会で毎年 7

月末に行っている中学生の研修事業です。近隣の

3市 3町で募集した中学生を対象に、洋上での集

団生活や研修地北海道での 自然・文化・産業等

の学習を通して、体験学習と仲間づくりの機会を

もつものです。参加したほとんどの子供達が感動

し、最後の別れに涙するとてもすばらしい事業な

のですが、不要とされてしまいました。

　さて、今日は、インターアクトクラブについて

のクラブフォーラムです。植松インターアクトク

ラブ委員長よろしくお願いします。

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.渡辺洋二郎様：沼津 RC

2.砂田嘉正様：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

916回 22名 21名 - 95.45%

914回 22名 19名 1名 90.91%

●欠席者 (1名)

成田みちよ

●他クラブへの出席者　

植松　正、久松　但、杉山真一、成田みちよ（9/2 

加藤学園）、鈴木良則（9/4　米山梅吉記念館）

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 名古良輔

◆◆第916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

9月のプログラム

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

10月のプログラム

919回 12：30　ブケ東海　外部卓話　アスプロ 

10月07日（木）  スドラーゴ㈱山本芳久様

920回 12：30　ブケ東海　会員卓話 名古良輔君 

10月14日（木）           理事会④

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　9月10日（金）　裁量休会　メーキャップは受け

付けません。

②新富士ロータリークラブ

　10月05日（火）→6日（水）夫人同伴音楽会 

18:00より　於：ケルン

　10月19日（火）→17日（日）ウォーキング例会 

10:00より

③富士宮西ロータリークラブ

　9月24日（金）　お月見例会　於：粟倉　妙心寺 

18:30～

④吉原ロータリークラブ

　9月23日（木）　祝日休会　メーキャップは受け

付けません。

2.報告・連絡事項

①本日は理事会があります、理事の方は宜しくお願

いします。

②次週14日（火）は、12時30分より、沼津東急ホテ

ルにてガバナー公式訪問・合同例会が開催されます。

お間違えのないよう、お越し下さい。

理事会報告

1．報告事項

① 9月 14日ガバナー公式訪問があります。2クラブ

合同例会（曜日変更、移動例会）

　例会場所　沼津東急ホテル　時間　12:30～

2．協議事項

① 10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　純君

　クラブ管理運営委員会の原案どおり承認する。

②沼津柿田川 RC30周年記念：9月 19日（日）の件

　久松会長所用の為、井上パスト会長と、重光幹事

の2名で出席します。

　1人一万円の祝儀とし、2人で二万円拠出するこ

とを承認します。

③米山記念館創立40周年記念式典：9月 18日（土

）の件

　久松会長・重光幹事、米山委員2名（渡辺亀一・

杉山壽章）の4名での出席とします。

　例年通り、祝儀を一万円とする。

クラブフォーラム

インターアクト

クラブについて

IAC 委員長   植松　正　君

　本日のクラブフォーラムは、実質1年目に当たる

「加藤学園インターアクトクラブ（IAC）」の活動

報告ならびに今後の対応について議論しました。

　まず初めに、6月20日に開催された2620地区イン

ターアクト小委員会会議の内容を報告しました。今

年度の事業計画として、①年次大会（7/26～27）、

②指導者講習会(12/12)、③国内研修（2011年3月予

定）の三つがあるものの、①年次大会について加藤

学園は学校行事の関係上欠席したことや、③国内研

修は地区の財政上の理由から海外研修に代わって実

施するが次年度以降は未定であることを説明しまし

た。

　二番目として、加藤学園IACの活動状況について

報告しました。部員は約30名で毎月第一木曜日の17

時より例会を実施していることや、各月の活動内容

（千本浜清掃、ベトナム枯葉剤被害者の写真展や物

資支援、盲導犬研修施設の視察等）や今後の予定に

ついて具体的に説明しました。 

　最後に、当クラブにおけるIACへの今後の活動支

援について、各会員の意見を聞きました。我々RCの

関わりとして、IACの千本浜清掃への継続的参加や

クリスマス例会への招待が求められました。一方、

IACに対してRC会員も金銭面の支援だけでなく例会

等へ積極的に参加すべきとの意見が出されました。

なお、今年度予算30万円については、海外研修が実

施されないこともあり、次年度以降に備え一部積立

をすべきとの意見があり、今後の検討課題とさせて

いただきます。



1

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 11号

2010年 9月 14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　■■

ガバナー公式訪問・合同例会

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　昨年に引き続き、沼津北ロータリークラブとの

合同例会を、中山正邦ガバナーを迎えて開催でき

ましたことを嬉しく思います。また、中山ガバナ

ーをはじめ、加藤ガバナー補佐、龍口地区幹事に

は、色々とご指導いただき有り難うございます。

　今年度は、沼津北ロータリークラブの50周年

であるとともに、沼津西ロータリークラブの20

周年でもあります。20周年記念例会は来年5月と

なりますが、現在、芹澤貞治実行委員長を中心に

準備をしているところです。なお、昨年設立しま

した加藤学園インターアクトクラブの生徒さんに

も参加をお願いすることも考えております。

　記念例会には、沼津北ロータリークラブの会員

の皆様にも出席をお願いすることになるかと思い

ますので、その節はよろしくお願いします。

　私としても、11月 20日の沼津北ロータリーク

ラブ50周年記念例会への出席を楽しみにしてお

ります。

　

　最後になりましたが、沼津北ロータリークラブ

の会員の皆様におかれましては、今日の準備等、

クラブを代表して厚く御礼申し上げます。

これからもよろしくお願いします。

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
1.RI第 2620地区ガバナー　中山正邦様

2.RI第 2620地区、地区幹事　　龍口　良信様    

3.RI第 2620静岡第3分区G補佐　加藤知治　様

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

917回 22名 18名 - 81.82%

915回 22名 21名 1名 100.00%

●欠席者 (4 名)

藤原　斉、宮口雅仁、本村文一、尾島康夫

●他クラブへの出席者　

植松　正、久松　但、杉山真一、成田みちよ

(9/2 加藤学園)、鈴木良則(9/4 米山梅吉記念館)

●スマイル

1.久松　但：中山ガバナー、加藤ガバナー補佐、龍

　口地区幹事、北クラブの会員の皆様、合同例会よ

　ろしく、お願いします。

2重光　純：中山ガバナー、加藤ガバナー補佐、龍

　口地区幹事、北クラブの会員の皆様、合同例会よ

　ろしく、お願いします。

3.鈴木良則：ガバナー公式訪問、宜しくお願いしま

　す。

4.杉山真一：都合により、早退します。

5.成田みちよ：都合により、早退します。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 名古良輔

◆◆第917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

9月のプログラム

9月23日(木)　祝日休会

918回 12:30　ブケ東海

09月30日(木) 会員卓話 クラブHP作成について

10月のプログラム

919回 12:30　ブケ東海　外部卓話 

10月07日(木) アスプロスドラーゴ㈱山本芳久様

920回 12:30　ブケ東海　会員卓話 名古良輔君 

10月14日(木)          　　　　　　 理事会④

921回 18:30　ブケ東海　会員卓話　栗原侑男君 

10月21日(木)

922回 12:30　米山梅吉記念館　米山奨学生卓話 

10月28日(木) 奨学生エサ・ラディティア様 

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

　10月04日（月）　於：沼津卸商社センター

　10月11日（月）　休会（体育の日）

　10月25日（月）→31日（日）　於：柿田川公園（

清掃）　7：00～

　11月01日（月）→10月25日（月）　12:30～

2.連絡事項

①「ロータリーの友」の英語版の案内がまいりまし

 　た。ご希望の方は、事務局まで申し込み下さい。

②23日(木)は祝日休会のため、次回の例会は、30日 

　(木)です。

沼津北RC　会長挨拶

　

沼津北RC会長挨拶

　小笠原一夫  会長

　本日は、中山ガバナー

には時間を割いていただ

きまして、ありがとうご

ざいます。今年も沼津西RCとガバナー公式訪問合

同例会とさせていただきました。

　本日11時より1時間、中山ガバナー、龍口地区幹

事と会長幹事会を設けさせていただき、効果的なク

ラブ運営について、アドバイス・サゼッションをい

ただきました。この後のガバナーの卓話では、RIの

進む方向について、2620地区の姿勢と取り組みにつ

いてお話し下さると思います。

　PETS、地区協議会、本日の会長幹事会を通じて私

は感じていることがあります。中山ガバナーは「不

易流行」という言葉を使われています。ロータリー

が組織として105年も続き、或いは個々のクラブも

数十年も続いているし、ロータリーの2世紀に向け

ても「不易流行」が根幹を成すと思われると私は推

測しています。

　

　さて、私ども沼津北RCは創立50周年を迎えてい

ます。11月 20日（土）には、50周年記念式典を挙

行いたします。記念講演にはスズキ自動車の鈴木修

会長兼社長にお願いしています。沼津西RCの皆様

にも、是非ご参加下さる様お願いいたします。

ガバナー挨拶

　RI 第 2620地区

　中山正邦ガバナー　

奉仕の第Ⅱ世紀に向けて

2010－2011年度がいよいよスタートしました。

1910年初めてロータリー大会がシカゴで開催され、

丁度100年を迎えます。新しい世紀の入り口に立っ

て、これから第Ⅱ世紀を考えますとロータリーを取

り巻く環境は、特に日本においては大変厳しいと認

識しておりますが、100年続いたロータリー活動を

止めるわけにはいけません。明日のロータリーに向

けて何をなすことが重要であるか、今一度考えて見

る必要があります。

--  記  --

○ 2010年1月米国サンディエゴ国際協議会報告

・国際協議会について

・RI会長（レイ・クリンギンスミス氏）について

・RI会長テーマについて

・テーマのバックグラウンドについて

・RI会長の強調事項について

・「 RI会長賞 」について

・「 クラブ・ビルダー賞 」について
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○ ロータリー財団報告

・ステンハーマーR財団管理委員長について

・未来の夢計画について（6つの重点分野）

・財団奨学生について

○ 2010－2011年度地区目標

・会員増強（各クラブ純増１名以上）

・ロータリー財団寄付（毎年あなたも100ドル）

・ベネファクター（各クラブ1名以上）

・ロータリー米山記念奨学会事業寄付

  （12000円/人、年）

・ポリオ撲滅資金への寄付（23ドル/人、年）

・GSE 第5130地区（米国カリフォルニア州）

・富士山世界遺産登録支援

・クラブ研修リーダーセミナーの開催

・地区大会  11月13日～14日

  （グランドホテル浜松）

・国際大会　　2011年5月21～25日

 （アメリカ　ニューオリンズ）

○ ロータリーについての私見

・ロータリーの再生

・不易流行（ロータリーの心）

・長期計画

・広報の重要性

　エドワード・カドマン元ＲＩ会長が「ロータリー

は画一的でなく結束である」そして「あなたが鍵で

す」と言われた様に、一人一人が奉仕することによ

り、クラブが強化され、それが地域を育み、また大

陸をつなぐ様、この一年間共に奉仕の仕事が出来れ

ば大変うれしく思います。是非クラブの会員皆様、

この記念すべき一年間与えられた職責を全うし、悔

いを残さぬよう、そして思い出に残るシーンを数多

く持ち、楽しく素晴らしいロータリーアンライフを

送りましょう。

合同例会の様子

編集後記

　ガバナー公式訪問が無事に終了しました。会長・

幹事さんは、ほっとされたことでしょう。

　さてガバナーが触れておられた「ロータリー財団 

未来の夢計画 」がスタートします。案内によれば、

「未来の夢計画 の下に提供される新しい補助金構

成を3年間、試験的に実施するものです。約 100 地

区がこの試験段階に参加する予定 」とあります。

　2620地区がどう関わっていくのか、会長から説明

がいずれあるとは思いますが、「試験期間の3年間

（2010-13年度）にわたり任期を務める地区ロータ

リー財団委員長を1名任命する必要があり 」、新し

い活動計画などが検討されるようです。

　ロータリークラブも、様々な点で変革期にあるの

は間違いないようです。

　 　　（文責　名古良輔）

藤原（　２　） 久松（　③　） 井上（　③　）

重光（　③　）

-------------------------8月分出席一覧 -----------------------

栗原(　③　) 宮島(　③　) 宮口(　１　) 本村(　２　）

名古(　２　） 成田(　１　) 大村(０、１) 尾島(　２　) 芹澤貞(　③　) 芹澤和(　③　)

杉山真(　③　) 杉山壽(　③　) 鈴木博(２，１) 鈴木泰(　２　) 鈴木良(１，２) 土佐(　２　) 植松(　③　)

渡辺(③)+１

例会出席％　75.75　% 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
(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 12号

2010年 9月 30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　■■

広報委員会　クラブ HP 作成について

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　今月の7日、日本の領海である沖縄県尖閣諸島

付近で中国漁船が操業し、その後日本の海上保安

庁の巡視船に衝突しました。海上保安庁は公務執

行妨害と違法操業の疑いがある中国漁船の船長を

逮捕し拘留しましたが、その後、日本側が日中間

の外交に配慮した形で拘留期限を迎えることなく、

25日に処分保留のまま釈放されました。

  尖閣諸島は、今から125年前に日本政府が領有

権の調査を行い、1895年に沖縄県に編入されまし

た。一時日本人も住み、鰹節の製造などが行われ

ていましたが、1940年からは無人島となりました。

第二次世界大戦後は一時連合国軍の管理下に置か

れましたが、1972年沖縄県の一部として日本に返

還されました。

　尖閣諸島周辺は、1970年国連により海洋調査が

行われ、推定1,095億バレルという、イラクの埋

蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告

されると、1971年 6月に台湾、12月に中国が相

次いで領有権を主張しました。

　日中間でもちあがった今回の尖閣諸島問題につ

いては、多くの欧米メディアは中国側のパフォー

マンスに批判を寄せているようですが、中国国内

では、日本製品の不買運動や日本への観光自粛な

ど、日本に対する批判が高まっているようです。

しかし、29日には、民主党の細野豪志前幹事長代

理が、極秘に北京を訪問し、首相の事実上の特使

として中国要人と接触し、悪化した日中関係の改

善を図るようです。

　

　さて、本日は、宮島賢次君によるロータリーク

ラブのホームページについての卓話になります。

クラブのホームページをイメージしながら、一緒

に考えていただければと思います。

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

918回 22名 18名 - 81.82%

916回 22名 21名 1名 100.00%

●欠席者 (4 名)

藤原　斉、成田みちよ、鈴木良則、土佐通孝

●他クラブへの出席者　

成田みちよ（9/17 せせらぎ三島RC）久松　但、重

光　純、鈴木良則、渡邉亀一、杉山壽章（9/18 米

山梅吉記念館）井上武雄、重光　純（9/19 沼津柿

田川RC）鈴木博行（9/21 沼津北RC）

●スマイル

1.重光　純：妻の誕生日のお祝い有難うございます。

2.本村文一：宮島さん、HPについての、卓話宜しく

お願いします。

3.芹澤和子：所用につき、早退させていただきます。

4.渡邉亀一：A・Bテーブル会費、残金です。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 名古良輔

◆◆第918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

10月のプログラム

919回 12:30　ブケ東海　外部卓話 

10月07日(木) アスプロスドラーゴ㈱山本芳久様

920回 12:30　ブケ東海　会員卓話 名古良輔君 

10月14日(木)          　　　　　　 理事会④

921回 18:30　ブケ東海　会員卓話　栗原侑男君 

10月21日(木)

922回 12:30　米山梅吉記念館　米山奨学生卓話 

10月28日(木) 奨学生エサ・ラディティア様 

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

10月08日（金）　団欒例会　18:00点鐘

2.連絡事項

①10月のロータリーレートは1ドル＝88円です。

卓　話

■　クラブ HP作成について

　　　　　　　　　　　広報委員会 宮島賢次君

　今では、クラブのホームページを持つ事が、当

たり前の様になりました。第2620地区内でも79

クラブ中52クラブ、約 66％がホームページを開

設しています。当クラブも乗り遅れない様にと数

年前より必要性のを訴える声が出始めておりまし

たが、久松会長より何とか今年度中に作成したい

との要請が、広報委員会にありました。

　そこで、今日は会員の皆さんに他クラブのホー

ムページを見ながら、当クラブのホームページの

掲載内容、校正等についてご検討頂ければと思い

ます。

1,開設費用

①デザイン製作費

②サーバー

　・プロバイダーなどの無料スペース（容量小さ 

　　い）　

　・レンタルサーバースペース開設

　・使用料

③ドメイン

　・プロバイダーなどの無料アドレス

　・独自ドメイン（.com.net等）取得・使用料

④ページ更新、追加

2,掲載内容

①表紙（写真・イラスト等）

②News（お知らせ、緊急の連絡事項等）

③クラブの歴史（沿革、認証年月日等）

④クラブの紹介（概要、会長挨拶・組織表・会員 

　名簿等）

⑤年間予定表（プログラム・スケジュール）

⑥活動報告（奉仕活動の写真などによる紹介）

⑦記念事業の記録（周年事業の紹介・記録）

⑧週報掲載（近々・過去含む）

⑨ロータリーとは？（ロータリーを紹介する資料

　等）

⑩例会場マップ（案内図・地図サイトにリンク）

⑪リンク先 ・第2620地区

・ロータリージャパン ウェブ

・ロータリーインターナショナル

・ロータリー文庫

・ロータリーの友

・米山記念奨学会

・加藤学園高等学校

編集後記

　10月 3日沼津北クラブ創立 50周年記念ゴルフコ

ンペが新沼津 GCで開催されました。西クラブから

も9名が参加しました。

　ニアピン賞を西クラブで独占したか、と思えるほ

どの成績でした。皆様ご苦労様でした。

　

　　
　　　　 　　（文責　名古良輔）




