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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 21号

2010年 12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　■■

外部卓話　長興寺住職 松下宗伯様　総会 

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

  30日、平成21年の国会議員関係団体の政治資

金収支報告書が公表されました。今回から政治資

金の使途の透明性を確保する目的で、この報告書

を監査する制度が適用されました。

  監査をするのは、総務省の研修を受けて政治資

金適正化委員会に登録した公認会計士や弁護士、

税理士です。監査と言っても、支出が適正に記入

されているか否かを調べるため、領収書や会計帳

簿と収支報告書の記載を照合するという単純作業

のみで、収入は対象外となっています。監査とい

うならば、支出であれば、その支出が政治活動と

関係があるかどうかの妥当性も検討し、収入につ

いても、政治献金としての妥当性の検討を行うべ

きです。

　ある民主党の資金管理団体は、コピー機のリー

ス代など少なくとも15件、計約55万円分の支出

について、領収書を添付せずに収支報告書を提出

していました。またある自民党の政党支部は、支

部の収支報告書を監査した兄から30万円の寄付

を受け取っていました。

　国会議員からは、「監査では1円から全てをチ

ェックされるので、見ず知らずの第三者に監査を

頼みたくない」との意見も出ていますが、民間企

業の監査では、その会社と利害関係のある監査人

は監査をすることできないと、法律上定められて

おり、資格があれば誰でも構わないというのでは、

公正性が保たれないのでは無いかと思われます。

このため、有識者からは早くも「法改正も含めて

見直しが必要だ」との指摘も出ています。

　さて、本日は、長興寺の松下宗柏様による外部

卓話となります。よろしくお願いします。　

　

12月のプログラム

 928回 12:30　ブケ東海　クラブ協議会

 12月09日(木) 下期活動計画 久松会長･重光幹事

 929回 18:30　ホテル沼津キャッスル　

 12月18日(土) クリスマス家族例会

　　　　　　  クラブ管理運営委員会　曜日変更

 12月23日(木) 祝日休会

 12月30日(木) 裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト
　松下宗伯様：臨済宗 妙心寺派　海上山 

　　　　　　　　　　　　　　　　長興寺　住職

●ビジター
1.渡邉洋二郎様：沼津RC

2.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

927回 22名 19名 - 86.36%

925回 22名 17名 3名 90.91%

●欠席者 (3名)

大村保二、芹澤貞治、土佐通孝

●他クラブへの出席者　

鈴木博行（11/30　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 杉山真一

◆◆第927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.M.B.Dテーブル：M.B.Dのテーブル会残金です。

2.鈴木良則：松下宗伯様、ようこそ、お越し頂き

ました。

3.成田みちよ：テーブル会お疲れ様でした。

●総会

次年度理事

・宮島賢次

・杉山真一

・宮口雅仁

・久松　但

・尾島康夫

・植松　正

・名古良輔

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

　12月06日（月）　沼津卸商社センター

　12月13日（月）　沼津卸商社センター

　12月20日（月）→22日（水）　クリスマス家族

夜間例会

　12月27日（月)　裁量休会

②御殿場ロータリークラブ

　12月16日（木）　クリスマス家族会

　12月23日（木）　法定休会

　12月30日（木）　特別休会

2.報告・連絡事項

①クリスマス例会、新年会の出欠席をご記入下さ

い。

外部卓話

ふじのくに・

　　　留学生ツアー

　　松下宗伯様　

テンプル・ステイ

　今から7年前、2003年の春、母校東京外国語大

学の留学生支援の会の中嶋洋子会長（元東外大学

長・現国際教養大学学長、中嶋嶺雄先生の夫人）

から電話があった。

　　「ISEP（文科省のプログラム）や研究生とし

て来ている東外大の留学生たちに、生活を通して

日本文化を体験させたい。お寺でホームステイの

受け入れをしていただけませんか」という依頼だ

った。留学生たちは鎌倉や京都のお寺を外側から

拝観することは出来るが、お寺の中で起居するこ

とは得難い経験になると思うので是非お願いした

いと。

　そこで、私は、中嶋会長の熱意に応じて、留学

生のホームステイを「テンプル・ステイ」として

受け入れることにした。

　富士山への憧れ

　この7年間に、エジプト、シリア、イランなど

中近東、トルコ、ロシア、ベラルーシ、ウクライ

ナなど東欧、タイ、モンゴル、中国などアジア、

コロンビア、ドイツからの留学生、20名ほどが滞

在した。彼らが先ず異口同音に言うことは、「富

士山が見たい」「富士山に登りたい」ということ

であった。

　今春、私は、川勝平太静岡県知事の提唱される

「ふじのくに文化芸術街道」の趣旨に賛同し、留

学生たちの富士山への憧憬の応えようと「ふじの

くに・留学生ツアー」を構想した。そして、8月

上旬、東外大留学生支援の会・東駿河地区郵便局

長会（高木康治会長）の協力を得て、2泊3日の「

富士山麓・バスツアー」として実現することがで

きた。参加者は、ロシア、ウズベキスタン、ベト

ナム、タイ、インドネシア等からの留学生14名。

帰国1ヶ月前、富士山の自然と霊気に触れ大感激

したというのが彼らの感想であった。　このツア

ーが、地域の皆様の協力を得ながら、次のツアー

へと続くことを願っている。
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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 22号

2010年 12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　■■

クラブ協議会（下期活動計画） 

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　経済協力開発機構（OECD）は7日、65の国・地域

の15歳男女、計約47万人を対象に2009年に実施し

た国際学力調査の結果を発表しました。この調査で

日本は読解力8位、数学的応用力8位、科学的応用

力5位という結果が出ました。調査は3年ごとに行

われ、文章や資料から情報を読み取り、理由を記述

するなど思考力を問う問題が特徴となっています。

学力は経済力や国力に反映することから、調査への

関心が高まり、参加国は年々増えているようです。

　　日本の成績は、2000年調査と比べて、前回の

2006年調査で読解力8位から15位、数学1位から

10位、科学2位から6位と落ち込み、ゆとり教育の

弊害が顕著に出たといわれました。今回は全員参加

の全国学力テストを受けた生徒が対象で、ゆとり教

育見直しの効果が表れ始めたといえるようです。今

回初参加した上海は、中国国内で富裕層が多く教育

水準が高い地域です。中国は、高校生らの国際科学

五輪でも金メダルを独占するなど、トップレベルを

鍛える学力向上策を進めています。

　さらに、近年、米国など海外の大学・研究機関に

留学する日本の若手が少なくなり、多くは中国、韓

国の若手研究者だそうです。

　先日、米国で研究生活を送ったノーベル化学賞の

根岸英一氏は授賞式を前に、若者に「好きなことを

見つけ突き進め」と言葉を贈りました。日本は、ゆ

とり教育で難しいことを教えなかったことが、かえ

って勉学の面白さを削いだともいわれています。将

来の日本が世界と競い合うためにも、若い世代が一

層の努力をして勉強するしかないのかもしれません。

　

12月のプログラム

929回 18:30　ホテル沼津キャッスル　

12月18日(土)        クリスマス家族例会  

12月23日(木)　　　　　祝日休会

12月30日(木)　　　　　裁量休会

1月のプログラム

930回 18:30   ぎんなん　新年会

1月06日(木) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間場所変更 

931回 12:30　ブケ東海　

1月13日(木) 年男の抱負　芹澤貞治君　理事会⑦ 

932回 18:30　ブケ東海　

1月20日(木)　クラブ協議会（上期活動報告）

933回 12:30  ブケ東海 

1月27日(木)　ｲﾝｱﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ　指導者講習会報告 

　　　　　　　　　　　植松　正ＩＡＣ委員長

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

928回 22名 17名 - 77.27%

926回 22名 20名 1名 95.45%

●欠席者 (5名)

大村保二、渡邉亀一、成田みちよ、杉山壽章、

藤原　斉

●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.井上武雄：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.土佐通孝：妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。 

4.宮島賢次：妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 杉山真一

◆◆第928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

5.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうござ
います。

6.栗原侑男：入会記念ありがとうございます。17 年
目に入ります。

7.鈴木良則：所用につき、早退させていただきます。

8.本村文一：所用につき、早退させていただきます。
尾島さん、下期計画発表、宜しくお願いします。

9.鈴木良則：今年もあと僅か、次の出席は来年にな
りますが、どうぞ、宜しくお願いします。

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

　01月03日（月）　特別休会

　01月10日（月）　休会　成人の日

②吉原ロータリークラブ

　12月23日（木）→22日（水）忘年家族例会

　12月30日（木）　特別休暇

　01月06日（木）→5日（水）3RC新年合同例会

③富士ロータリークラブ

　01月05日（水）　3RC夜間例会賀詞交換

④新富士ロータリークラブ

　12月14日（火）　クリスマス家族会

　12月28日（火）　特別休会

2.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次週のクリスマス例会は、18日（土）にホテル沼

津キャッスルにて開催します。お間違えのないよう

にお越し下さい。

理事会報告

1．報告事項

①土佐通孝君の後任の入会予定者が、次回例会に参

　加予定であるとのこと。

２.協議事項

①1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

　提案のとおり修正する。

②1、2月の座席表について　SAA　渡邉亀一君

　提案から一部修正のうえ承認する。

クラブ協議会

　 

　

　幹事　重光　純君

　

クラブ協議会において、各委員会の本年度における

下記活動計画についての報告及び協議がなされまし

た。

　クラブ管理運営委員会の宮島賢次委員長、クラブ

広報委員会の尾島康夫副委員長及び宮島賢次広報担

当委員、会員増強維持委員会の井上武雄委員長、奉

仕プロジェクト委員会の栗原侑男委員長、ロータリ

ー財団委員会の鈴木泰次委員長、S・A・Aの芹澤貞

治副委員長から、各委員会の下期の活動計画に関す

る報告がなされました。

　いずれの委員会からも、本年度の年次計画に従い、

上期同様の活動を下期においても推進してゆく旨の

報告があり、クラブの各会員からその点について特

段の意見や質問はありませんでした。

　その後、久松但会長から、各委員会の活動計画に

ついてそれぞれコメントがあり、クラブ広報委員会

における当クラブのホームページ立ち上げについて、

できれば平成23年5月29日のクラブ創立20周年記念

式典に間に合うように立ち上げたいという強い意欲

が示されるとともに、奉仕プロジェクト委員会にお

けるインターアクトクラブに関して、加藤学園高等

学校のインターアクトクラブの設立から間もなく、

当クラブがどのように関わっていくかについては模

索中の段階であるものの、可能な限り関係を深めて

いきたいという趣旨の発言がなされました。

その後、若干の時間の余裕があったことから、クラ

ブ創立20周年記念式典の準備に関して協議を行いま

したが、下期の活動及びその中でも最大の行事であ

るクラブ創立20周年記念式典について、各会員の強

い意欲を感じることのできるクラブ協議会であった

と思われます。　　　

藤原（　３　） 井上（④）＋２

渡辺（２，２）

-------------------------11月分出席一覧 -----------------------

久松（④）+２ 栗原(④)＋２ 宮島(④)＋２ 宮口(　３　) 本村(　３　）

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

例会出席％　82.95　% 地区報告％　90.91　　%

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 23号

2010年 12月 18日

地域を育み、大陸をつなぐ地域を育み、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　■■

 クリスマス家族例会

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　政府は 16 日、2011 年度税制改正大綱を決定しま

した。今回の税制改正は、法人税実効税率の 5％引

き下げ等により、法人税で 5,800 億円の減税になっ

たのに対し、個人の所得税は、控除見直しにより

6,200 億円の増税となり、差引　き約 400 億円の増

税となりました。この改正は 2010 年度に続き、2 年

連続の　増税で、デフレ脱却を目指し、企業優遇に

よる経済成長を優先させる方針のようです。

一方、法人税の減税のかわりに、二酸化炭素

（CO2）排出量の削減促進を目的に、2,400 億円の

増税となる地球温暖化対策税（環境税）を 2011 年

10 月から段階的に導入することとなりました。

　　なお、2011年度税制改正大綱に盛り込まれた個

人課税は、「格差是正」の観点から、相続税の増税

や所得税の控除縮小など高所得者に負担が集中する

内容となっています。特に、バブル以降、相続時の

負担緩和のため減税が繰り返されてきた相続税は、

その後の景気低迷で納税者が減少し、現在は死亡者

100人に対し4.2人しか支払っておらず、今回の税制

改正で一転して増税となります。

　　しかし、落ち込む国内消費を引っ張っているの

は富裕層だけに、個人の増税に加えて、環境税の導

入が景気を冷え込ませる副作用になりかねないとの

指摘もされています。

　さて、今日は、ここキャッスルホテルでのクリス

マス例会となります。短い時間ですが、楽しんで 

いただければと思います。

1月のプログラム

930回 18:30   ぎんなん　新年会

1月06日(木) ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会　時間場所変更

931回 12:30　ブケ東海

1月13日(木) 年男の抱負　芹澤貞治君　理事会⑦

932回 18:30　ブケ東海　

1月20日(木)　クラブ協議会（上期活動報告）

933回 12:30  ブケ東海 

1月27日(木)　ｲﾝｱﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ　指導者講習会報告 

　　　　　　　　　　　植松　正 IAC 委員長

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

929回 22名 18名 - 81.82%

927回 22名 19名 2 95.45%

●欠席者 (4名)

藤原　斉、宮口雅仁、杉山壽章、鈴木良則

●他クラブへの出席者

植松　正、杉山真一（12/12　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ講習会）

●スマイル報告

1.久松　但：上期例会最後となりました。ご協力あ

りがとうございました。下期も、よろしくお願いし

ます。

2.重光　純：会長と同文です。

3.芹澤貞治：無事に、一年間過ごす事ができました。

本年最後の例会です。楽しみたいと思います。

4.大村保二：入会記念のお祝いありがとうございま

す。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 杉山真一

◆◆第929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御殿場ロータリークラブ

　12月23日（木）　法定休会

　12月30日（木）　特別休会

2.連絡事項

①次週の新年会は、1月6日（木）ぎんなん（沼津市

西条町117-1　TEL：951-2733）、点鐘：18:30です。

②1月20日（木）の上期活動報告の原稿を、1月6日
（木）までに幹事又は事務局にご提出下さい。

臨時理事会報告

1.協議事項

①伊縫文哉君（職業分類：自動車販売業）の入会に

ついて　承認する。          

クリスマス家族例会

　　　　　　　

　今年のクリスマス例会は、ホテルキャッスルにて

インターアクトクラブの加藤学園の生徒 7 名と先生 

 3 人と特定非営利法人ティンクル様を招いて行われ

ました。

  初めての、インターアクトクラブの参加となりま

したが会員・多くの御家族を含めとても楽しんで頂

く事が出来ました。　

初めに開会の挨拶

を大村保二君

　

乾杯は、会員増強維持委員長井上武雄君

高校生もジュースで乾杯です

　Ａテーブル

　

 

 

 

　　　　　Ｂテーブル

　サンタとＣテーブル

　　　　　Ｄテーブル

 

 

　Ｅテーブル

（みなさんいい顔色で

す）

　　　　　Ｆテーブル

　　みんな揃ってチーズ

　　

閉会の挨拶は、名古良輔君

子供たちも、２人のサンタさんからプレゼントをも

らって大喜びでした。

これにて、クリスマス家族を終わりにします。　




