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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 32号

2011年 3月 10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　■■

クラブフォーラム（ HP作成について）宮島賢次君

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　9日、石油情報センターが発表したレギュラー

ガソリン1リットル当たりの全国平均の店頭価格

は、145．5円となりました。値上がりは3週連続

で、140円台は2008年11月以来、2年4カ月ぶりと

なります。

　エジプトの緊迫化からはじまった中東情勢の不

安定化は、原油価格の高騰に大きく影響し、さら

にリビアの反政府デモがこれに拍車を掛けた形と

なりました。それでも円高の影響で、140円台で

済んでいるというのが実態のようです。

中東に90％以上を依存し、石油の自給率が0％の

日本ですが、ガソリン価格が日本より高い国も多

くあります。イギリス・フランス・ドイツなどは、

200円前後、韓国も200円ぐらいです。この中でも

イギリスは、北海油田があるため、石油の自給率

が125％あるにもかかわらず200円を超える価格と

なっています。これも様々な税金が上乗せされて

いるためのようです。

　一方、自国で石油を産出するアメリカ・ロシ

ア・中国などは、80円前後、中東諸国は30円前後

といったところのようです。

　もともと、原油価格の高騰は、中国・インド・

ロシアといった国々で高い経済成長が続いた結果、

ガソリンなどの石油製品の消費量が大量に増え、

原油需要が世界的に急増したことによりますから、

ガソリンの価格が下落し続けるというのは、もう

ありえないことかもしれません。これからは、電

気自動車やバイオエタノールが頼りといったとこ

ろでしょうか。

さて、本日は、クラブ広報委員会によるホーム

ページについてのクラブフォーラムとなります。

よろしくお願いします。

３月のプログラム

939回 18:30

3月17日(木)

ブケ東海　PETS報告　

次年度会長・幹事

940回 12:30

3月24日(木)

ブケ東海　インターアクトクラブ　

活動報告　加藤学園高校

941回 12:30

3月31日(木)

ブケ東海　イニシエーションスピーチ 

伊縫文哉君、大竹　学君

４月のプログラム

942回 18:30

4月09日(土) 

御殿場高原　花見家族例会 

移動例会　  日時変更

943回 12:30

4月14日(木) 

ブケ東海　外部卓話 ロータリーの友

事務所長  渡辺　誠二様　理事会⑩

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

938 回 22名 18名 - 81.82%

936 回 22名 16名 3名 86.36%

●欠席者(4名)

　伊縫文哉、宮口雅仁、成田みちよ、大竹　学

●他クラブへの出席者　

　成田みちよ（2/25　せせらぎ三島RC）名古良輔

（3/1　eCLUB ONE）井上武雄（3/1　沼津北RC）

　大村保二（3/8　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 名古良輔

◆◆第938例会　会長挨拶◆◆
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■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●スマイル報告

1.鈴木博行：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

ます。

2.本村文一：宮島さん、HPについての卓話、よろし

くお願いします。

3.鈴木良則：次回例会は、お休みを頂きます。

4.井上武雄：ポールハリスフェローのお祝いありが

とうございます。

5.名古良輔：お久しぶりです。

6.大村保二：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沼津ロータリークラブ

　3月11日（金）→13日（日）地区協議会に振替

②沼津柿田川ロータリークラブ

　3月21日（月）　休会（春分の日）

③沼津北ロータリークラブ

　3月29日（火）　裁量特別休会

④富士ロータリークラブ

　3月16日（水）　特別休会

　3月30日（水）　岩本山ロータリーの森　清掃、

　施肥の為　11:00～

⑤御殿場ロータリークラブ

　3月31日（木）　特別休会

卓    話

　-- クラブＨＰ作成についてNo2  --

　　　　　　　　　　広報委員会 宮島賢次　君

　ホームページのデモサンプルを作成しましたので、

皆さんに見て頂き掲載内容について、デザイン性、

記載要望あるいは個人情報守秘の観点等様々なご意

見を頂戴したいと思います。

■ 1　■  デモサンプル内容

1)トップページ　　　　　　　　　　　What's New

2)会長挨拶　　　　　　　　　　　　　顔写真入り

3)クラブ概要　　　　　創立･加盟承認年月日、例

会場他

4)運営組織　　　　　　役員、理事、委員会別名簿

5)会員紹介　　　　　　氏名、職業分類、事業所名

6)例会情報　　　　年間プログラム（日時、会場）

7)週報　　　　　　　PDFファイルをダウンロード

8)関連リンク　国際ロータリーWeb、ロータリージ

ャパン他

9)会員ブログ

■ 2　■ 掲載内容についてのご意見、要望

1)クラブ概要

・クラブの歩み（沿革）

・「ロータリークラブとは」などの、ロータリーの

沿革・説明

・クラブの活動状況（過去から近況）

以上については、入会候補者も見る事が出来、RCを

知って頂けるので掲載した方が良いとの意見でした。

2)運営組織・会員紹介

・理事・会員の顔写真

　写真の掲載は、反対者多数でした。

3)例会情報

・年間プログラム（卓話内容・卓話者等）

　1年分では、変更が有った場合に差換えの作業が

発生するので、3ヶ月分程度で良いのでは、との意

見が有りました。

4)会員ブログ、その他

・会員専用にする？

・連絡網を会員専用に入れる？(電話番号が入る為)

　会員同士の連絡及び出欠席の連絡にも利用できれ

ば、との意見が有りました。

理 事 会 報 告

協議事項
① 4月度プログラム　クラブ運営委員長 宮島賢次君
　提案のとおり承認する。

②花見例会について
　提案のとおり承認する。

③千本浜清掃の件
　平成23年 4月 10日（日）午前10時 00分に栗原
自動車集合　同日午後11時 30分頃より懇親会の予
定（於：㈱コーア建設南側）
　予算・開催要領について協議の上承認する。

④外部卓話者への謝礼について
　従来どおり、謝礼 1万円、遠方の場合交通費1万
円とする。

久松（　④　） 井上（３，１）

名古（２，２）

重光（　④　）

-------------------------2月分出席一覧 -----------------------

伊縫(　１　) 栗原(３，１) 宮島(　④　) 宮口(　３　) 本村(２，１）

成田(２，１) 大村(３，１) 大竹(　３　) 尾島(　３　) 芹澤貞(　④　) 芹澤和(　３　)

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

渡辺(　④　)

例会出席％　77.27　% 地区報告％　86.36　　%

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。



1

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 33号

2011年 3月 17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　■■

PETS報告　次年度会長・幹事

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　先週の11日午後2時46分頃、三陸沖を震源とし

た東北地方太平洋沖地震は、国内観測史上最大の

マグニチュード9.0を記録しました。この数値は、

1923年の関東大震災のマグニチュード7.9、1995

年の阪神・淡路大震災のマグニチュード7.3を上

回り、世界でも歴代4番目の大地震となりました。

　過去に経験したことのない大地震が襲った東北

地方沿岸部では、10メートル級の津波が襲い、宮

城県名取川河口付近の地域は濁流にのみ込まれま

した。また、宮城県気仙沼市では、大規模な火災

が発生し、広範囲で家屋などの建物から激しい炎

が上がりました。この津波と火災では多くの被災

者が出た一方、12日には、東京電力福島原子力発

電所で爆発が起こり、近隣の住民には避難指示も

発令されました。

　原子力史上初の非常事態宣言で、原発が持つ潜

在的な危険の大きさを改めて思い知らされました。

ドイツでは、日本の原子力発電所の事故を受けて、

1980年までに建設された旧型の7基の原子力発電

所の稼働を一時停止すると発表しました。ドイツ

では、シュレーダー前政権が2002年に国内にある

17基全ての原発を2021年までに停止する方針を決

定しましたが、昨年、メルケル現政権により、平

均12年の稼働延長を決めたばかりでした。

　原子力発電にたよった電力の供給は、原子力発

電所の事故により十分な電力の供給が難しくなる

という事態を招き、東京電力区域内では、計画停

電という対象地域と時間帯を決めて電力供給を停

止する措置が初めて実施されました。

　各国では、原子力発電に対する見直しも始まっ

ており、日本においても今後検討すべきことなの

かもしれません。

3月のプログラム

941回 12:30

3月31日(木)

ブケ東海　イニシエーションスピーチ 

伊縫文哉君、大竹　学君

4月のプログラム

942回 18:30

4月09日(土) 

御殿場高原　花見家族例会 

移動例会　  日時変更

943回 12:30

4月14日(木) 

ブケ東海　外部卓話 ロータリーの友

事務所長  渡辺　誠二様　理事会⑩

944回 18:30 

4月21日(木)

ブケ東海　地区協議会報告　出席者

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

939 回 22名 17名 - 77.27%

937 回 22名 18名 4名 100.00%

●欠席者(5名)

  宮口雅仁、本村文一、成田みちよ、大竹　学 

  鈴木良則

 

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939例会　会長挨拶◆◆



2

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

　3月21日（月）休会　春分の日

　3月28日（月）観桜例会　例会場・例会時間　

　　　　　　 浅間大社参集所　18：00～

②沼津北ロータリークラブ

　3月29日（火）裁量特別休会

③吉原ロータリークラブ

　4月7日（木）祝寿の会 於：御宿「古屋」18:00～ 

　5月5日（木）　祝日休会

卓    話

PETS報告

 宮島賢次 次期会長 

　2011年1月17日、国際競技

会本会議で、カルヤン・パ

ネルジー会長エレクトから

2011-12年度の国際ロータリー(RI)テーマが発表さ

れました。新年度のテーマは、「こころの中を見つ

めよう　博愛を広げるために」です。

　深く自己を省みる事によって、人類が皆、同じ夢、

同じ希望、同じ願望、同じ問題を分かち合っている

事に気付き、人に何かを与えようとするなら先ず自

分自身に与えてからにするべきだ。自ら抱く望みを

理解しないで、人々の望みは理解できないからです。

　そして、年度の強調事項として、第一に「家族」

第二に「継続」第三に「変化」挙げました。自己の

全ての基盤は家族に有り最も重要である。第二にロ

ータリーが成功してきた全ての奉仕は継続に値する。

第三に世界に望む変化には先ず自分自身がその方向

に変化しなければならない。

　そして RI 会長は、「平和、調和、そして友情の

精神のなかで変化をもたらし、全ての人々のために、

さらに喜びある世界を築いて行こう。」と結論付け

られました。

　積　惟貞ガバナーエレクトは、新長期計画①クラ

ブのサポート強化　②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと認知度の向上　に基づいた2010～

11年度をスタートとする三年計画に則り現中山年度

の「不易流行」を踏襲することになります。

　また、ロータリー財団の「未来の夢計画」が次年

度から始まります。それから、「新世代への奉仕」

という今までの4大奉仕に加え第5の奉仕部門になる

そうです。

　以上、ご報告申し上げます。7月のスタートまで3

ヶ月半となりました。PETSが終わりいよいよという

思いが湧いてきました。微力ながら精一杯クラブ会

長職を務めたいと思います。皆様のご支援とご協力

を賜ります様お願い申し上げます。

杉山真一 次期幹事

　このたび、昨日3月11日に

発生した「東日本大震災」

直後の為、開催についてだ

いぶ問い合わせが多い中で

行われる事になりました。

　中山ガバナー・積ガバナーエレクトも挨拶の中で

復興支援等自分たちに何が出来るのか考えて行きた

い等の話があり私も、共感を得ました。

　次年度会長エレクトセミナーに参加して、改めて

次年度への本格的な始動を感じ責任の重さを痛感し

ております。気の利かない幹事であります。宮島次

年度会長の足を引っ張らぬよう努める所存ではあり

ますが、至らぬ点は先輩の皆様ご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願いいたします。

編 集 後 記

　会長もご指摘の通り、未曽有の大災害が起こりま

した。さらに福島第一原子力発電所からの放射能の

放出は、福島県の今後に暗い影を投げかけています。

風評被害も含め県民の受ける打撃は想像を超えてい

ます。

　幕末会津藩が受けた受難を私は思い浮かべました。

幕末朝敵にされた会津藩は、新たに下北半島極寒の

地に斗南藩を与えられたものの、会津藩士やその家

族達はこの極寒の地に集団移住して極貧生活を送る 

ことになったのです。歴史は繰り返し、東京のため

という錦の御旗に原発を受け入れ、挙句の果てに放

射能汚染で集団移住とは、本当に悲惨です。

　時の総理が山口出身というのも、歴史の皮肉でし

ょうか。
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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 34号

2011年 3月 24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　■■

インターアクトクラブ活動報告　加藤学園高校

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　東日本大震災後、テレビで頻繁に流れているAC

ジャパンのコマーシャルが話題になっています。

Advertising Council Japanは、経済産業省所管

の特例社団法人で、昭和46年に当時のサントリー

社長の佐治敬三氏により、大阪市で関西公共広告

機構として設立されたのが発端のようです。

　話題の中心は、頻繁に流されることに対する批

判的なものですが、その一方で、CMに使われてい

る詩に注目が集まっています。その一つが金子み

すゞの「こだまでしょうか」という作品です。

「遊ぼう」っていうと 「遊ぼう」っていう。

「ばか」っていうと「ばか」っていう。 

「もう遊ばない」っていうと「遊ばない」ってい

う。 

そうして、あとでさみしくなって、 

「ごめんね」っていうと「ごめんね」っていう。 

こだまでしょうか、いいえ、だれでも。

　金子みすゞは、大正時代末期から明治時代初期

にかけて活躍した童謡詩人で、山口県長門市で生

まれ育ちました。26歳という若さで亡くなりまし

たが、亡くなるまでの6年間に512もの詩を発表し

ています。萩の西隣にある長門市仙崎の生家跡に

は、平成15年4月に生誕100周年を記念して「金子

みすゞ記念館」も開館しています。現在では、代

表作で最後に「みんなちがって、みんないい」の

言葉で終わる「わたしと小鳥とすずと」が小学校

の国語の教科書に採用されたり、また、「積もっ

た雪」や「大漁」などの作品が東京大学の国語の

入試問題に使われたりしています。

　

　山口は、沼津からは少しばかり遠いですが、詩

集を購入して読んでみたりするのも、こんな時だ

からこそ、心を安らいでくれるのかもしれません。

　

　さて、本日は、加藤学園高校の皆様によるイン

ターアクトクラブ活動報告です。よろしくお願い

します。

3月のプログラム

941回 12:30

3月31日(木)

ブケ東海　イニシエーションスピーチ 

伊縫文哉君、大竹　学君

4月のプログラム

942回 

4月09日(土) 

特別休会

943回 12:30

4月14日(木) 

ブケ東海　外部卓話 ロータリーの友

事務所長  渡辺　誠二様　理事会⑩

944回 18:30 

4月21日(木)

ブケ東海　地区協議会報告　出席者

944回 12:30

4月28日(木) 

ブケ東海　外部卓話　

日経マネー編集長　鈴木　亮　様

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940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.松本英教先生：加藤学園高校IAC

2.井出有慧様　：加藤学園高校IAC

3.大石明日香様：加藤学園高校IAC

4.西島さより様：加藤学園高校IAC

●ビジター

1.岩崎逸三様：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

940 回 22名 19名 - 86.36%

938 回 22名 18名 0名 81.82%

●欠席者(3名)

  成田みちよ、大竹　学、杉山壽章

 

●他クラブへの出席者　

宮島賢次、杉山真一（3/13　PETS）

大村保二（3/13　クラブ研修セミナー）

鈴木良則（3/19　米山記念館）

●スマイル報告

1.久松　但：加藤学園の皆様、本日は、よろしくお

願いします。

2.植松　正：加藤学園IACの皆さん、卓話よろしく

お願いします。

3.鈴木良則：桜の蕾が膨らみ始めました。又、新し

い花の季節がすぐそこまで来ています。

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①裾野ロータリークラブ

　災害義援の為、3月25日（金）より、3週間臨時休

会と致します。

②富士宮西ロータリークラブ

　4月29日（金）祝日休会

2.連絡事項

①米山梅吉記念館からのお知らせ

　平成23年4月29日（金）に開催を予定していまし

た春季例祭は、大規模被災下のため、開催を見合わ

せることにいたしました。

②インターアクト

　国内一泊研修中止

③4月9日（土）開催予定の花見例会は、東日本大震

災の後という事も有り特別休会と致します。

●臨時理事会報告

協議事項

①花見例会について

　特別休会とする。

②千本浜清掃について

　4月10日の予定を延期する。延期後の候補日は6月

12日とする。

③クリスマス例会の募金の使途について

　939回例会の募金と合わせて東日本関東大震災の

義援金として寄付をする。

卓    話

インタータクトクラブ活動報告

 井出有慧前会長様 

　5月に行われる文化祭が

活動の中心となりました。

IACの展示では、ベトナム

で今も苦しんでいる人達

の力になりたいという思いから、物資支援、募金活

動、写真の展示を行いました。今回は、すべてが初

めてで何も分からず、手探りのスタートでした。い

つも、ご協力してもらっているサンウェルの勝又さ

んから、ベトナムへの活動を行っている新谷文子さ

んを紹介していただき、今のベトナムがどのような

状況なのかなど、たくさん話していただき、写真や

ビデオの資料も貸してもらいました。

　当日は、私たちの呼びかけが足りなかったのかも

しれませんが、展示室の方では、生徒の姿をあまり

見かけませんでした。ですが、先生方、保護者の方

々が立ち止まって写真を見て、中には涙を流す方も

いました。多くの方に知ってもらいたい私たちに、

できる事があるんだと伝えたかったのですが、生徒

のみなさんに伝わらなかったのが、残念でもありま

した。私は個人的にですが、このような活動を続け

てほしいと思っているので、今回の反省などをふま

えて、新しい活動などを行ってもらえたら・・・・

と考えています。
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　昨年の活動としては、4月にロータリーのみなさ

まと海岸清掃。5月の文化祭展示。7月の物資支援活

動。8月の24hテレビの募金活動、盲導犬育成施設へ

の見学。を行いました。活動すべてが、成功したと

は、言えませんが、とても、貴重な体験をすること

ができました。

大石明日香会長様

 私が、部長になってか

ら、最初に活動した事

は、エコキャップ活動

です。

  エコキャップ活動は、ペットボトルのキャップを、

クラスや学年単位で集め、それをキャップを集めて

いる団体に送り「ワクチンに変えてもらい人々を助

けよう」という内容です。

　実際に学校で活動をしてみると、始めはまだ慣れ

ていないせいか、ものすごく大変に感じました。で

も、何回か活動をしていくうちに、少しずつですが、

要領をつかめてきたように感じ、スムーズに活動で

きるようになりました。

　そして、次に活動したのが大岡駅のゴミ拾いです。

これは、放課後に体育着に着替えてゴミ袋を持ち来

れる人だけで活動しました。参加者の中には、イン

ターアクト部ではないけれど「大岡駅のゴミ拾い」

に参加したい。という子達がいて、その子達も一緒

に活動しました。　人数は少なかったかもしれない

けれど皆で力を合わせて頑張ったので、たくさんの

ゴミが拾うことが出来て大岡駅も一段とキレイにな

った気がして嬉しかったです。

　これからもインターアクトクラブで人や町が、喜

ぶような素敵な活動を皆で、楽しく元気にしていき

たいと思います。

編 集 後 記

　腰痛に苦しんでおられる会員は多いことと思いま

す。実は私もそうです。座っていることがほとんど

の仕事ですので仲間の先生も同病相哀れむです。

　そんな私が最近毎日取り組んでいるのがバランス

ボールでのストレッチです。ボール上で二分間反り

返る事を少なくとも 10回は毎日続けています。腰痛、

肩こりとは縁が無くなりました。ぜひお試しを。
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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 35号

2011年 3月 31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　■■

クラブフォーラム

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　東日本大震災で地震保険が注目されています。

地震保険の加入率は、1995年の阪神淡路大震災当

時全国平均で7%の加入率でしたが、その後約15年

間で23%に上昇しています。1995年の阪神淡路大

震災では、支払件数65,000件、支払総額783億円

でしたが、今回の支払総額は、その20倍の1兆

5,000億円を超える見込みです。しかし、被災者

の7割以上が未加入状態となっており、支払われ

るのは加入している3割程度の被災者になる見込

みです。

　なお、阪神淡路大震災では、地震から8時間後

に発生した住宅火災について、地震とは関係ない

として火災保険の適用を求めた訴訟がありました

が、住民側が最高裁で敗訴しています。

　地震保険は、対象が住宅や家財に限られ、火災

保険などの契約に付帯する形になっています。地

震保険は、その保険の性格から巨額になる場合が

多いため、支払総額が1,150億円を超えると50%は

政府が負担し、さらに1兆9,250億円を超えると政

府が95%を負担するという、政府と損害保険会社

の共同運営となっています。また、所在地や建物

の構造により保険料が異なっており、ご存じのよ

うに静岡県は最高の4等地となっています。4等級

としては、他に東京都・神奈川県があり、今回の

宮城県は2等地、福島県は1等地と比較的地震の可

能性の低い地域となっていたようです。しかし、

2009年の資料で宮城県は地震保険加入率32.5％と、

静岡県の24.4％よりも高く、愛知県についで2番

目の高さとなっています。ちなみに静岡県は東

京・神奈川・千葉・岐阜・福岡に次いで8番目で

す。地震保険は高額になることから、加入率は進

んでいませんが、今回の震災を目の当たりにして、

加入を考える方々も増えるかもしれません。

　

　さて、本日は、当初のプログラムを変更しまし

て、20周年記念例会のクラブフォーラムとなりま

す。芹澤実行委員長よろしくお願いします。

4月のプログラム

4月09日(土) 特別休会

942回 12:30

4月14日(木) 

ブケ東海　外部卓話 ロータリーの友

事務所長  渡辺　誠二様　理事会⑩

943回 18:30 

4月21日(木)

ブケ東海　地区協議会報告　出席者

944回 12:30

4月28日(木) 

ブケ東海　外部卓話　

日経マネー編集長　鈴木　亮　様

●スマイル報告

1.鈴木良則：白隠さくら祭りを中止して、予算を被 

　　　　　　災地に寄付することにしました。

2.杉山壽章：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　　　　　　ます。

3.成田みちよ：母の誕生日のお祝いにステキな花を

　　　　　　届けて下さり、ありがとうございます。

4.芹澤和子：所用により、早退にします。

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941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.積　惟貞様（沼津RC）：国際ロータリー第2620地

　区ガバナーエレクト

2.奥村茂春様（沼津RC）：地区大会実行委員長

3.渡邉雅昭様（沼津RC）：次期地区幹事

●ビジター

1.渡辺洋次郎様：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

941 回 22名 20名 - 90.91%

939 回 22名 17名 1名 81.82%

●欠席者(2名)

　成田みちよ、大村保二

 

幹 事 報 告

1.他クラブの例会変更等

①新富士ロータリークラブ

　4月12日(火)→10日(日)　ウォーキング例会

　4月19日(火)　新旧委員会（夜間例会）　

　グリーンホテル

2.連絡事項

①2011年4月のロータリーレートは、1ドル＝80円と

　の連絡がありました。

②次週は特別休会です。

③次々週4月14日(木)は理事会がありますので、理

　事の方はご出席をお願い致します。

クラブフォーラム

　本日、平成23年5月29日（日）開催予定の当クラ

ブ創立20周年記念式典について、今月11日に発生し

た東日本大震災の発生を受け、現在の予定のまま開

催するべきか否かについて本来の予定を変更して急

遽クラブフォーラムを開催しました。

　

　本日例会後の臨時理事会で実質的に決定されるこ

とから、芹澤貞治20周年記念事業実行委員長の司会

進行で、主に理事以外の会員の意見を聴取しました。

　会員の意見としては、式典は通常例会の形式に変

更し、祝賀会及び記念事業のチャリティコンサート

を中止して、余った予算を被災地に寄付するべきだ、

というものと、式典も記念事業も予定通り行うべき

であるが、祝賀会のみ中止して、余った予算をチャ

リティコンサートで集まった募金と一緒に被災地に

寄付するべきだというものに大別され、祝賀会を中

止することに関しては全員の共通認識でしたが、式

典及びチャリティコンサートを予定どおり行うか否

かが大きな争点となりました。

　チャリティコンサートを中止する意見の根拠とし

ては、寄付にはおいては金額が重要であり、1円で

も多く被災地に送るためには式典及び事業は出来る

限り縮小するべきだ、他のクラブでも周年記念式典

を中止している、などが挙げられていました。なお、

チャリティコンサートを行わない場合には、記念式

典は6月2日（木）の通常例会の中で執り行うことに

なるとのことでした。

　

　他方、チャリティコンサートを実施すべきである

とする意見の根拠としては、すべて自粛して中止し

てしまうと日本全体の経済活動が停滞してしまう、

記念事業を行うことでロータリーの奉仕の精神を対

外的にアピールできる、などが挙げられていました。

　何しろ、未曾有の大災害であることから、どのよ

うな対応が正しいのかについて明確な基準もなく、

いずれの意見にもそれぞれ首肯すべき点がありまし

たが、本クラブフォーラムで提示された各会員の意

見や問題意識を参考にして、例会後の理事会で決す

ることになりました。

臨時理事会報告

 協議事項

①20周年記念式典について

　5月29日(日)の予定を変更し、6月2日(木)12:30

からの通常例会で行うことについて、賛成多数

（5対2）により承認された。




