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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 42号

2011年 6月 02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　■■

創立20周年記念例会

　 

久松　但 会長 

　

　本日、財団法人米山梅

吉記念館理事長、渡邉脩

助様には、お忙しいとこ

ろご臨席賜りまして誠に有難うございます。それ

では、20周年記念例会を開催するにあたり、一言

ご挨拶申し上げます。

　当クラブは、沼津北ロータリークラブ創立30

周年記念事業の一環として、沼津北ロータリーク

ラブ及び沼津ロータリークラブをスポンサークラ

ブとして、1991年 5月 30日に発足致しました。

創立時の会員数は26名、現在の会員数は22名で

す。　

　20周年記念例会は、当初5月 29日の開催を予

定しておりましたが、さる3月 11日の東日本大

震災という過去に例を見ない大災害を受けまして、

本日の通常例会の中での開催となりました。この

大震災で亡くなられた多くの方々には、心よりお

悔やみ申し上げます。

　しかし、そのような中でも当クラブが20周年

を迎えられましたのは、沼津北ロータリークラブ

をはじめとした近隣クラブ会員皆様のご支援と、

歴代会長・幹事のほか会員各位の強い絆の結果だ

と思います。　

　5年前の創立15周年の後、2007年 2月 4日には、

名古良輔ガバナー補佐を中心として当クラブがホ

ストとなって、IMをここブケ東海で開催致しまし

た。何度もリハーサルを繰り返し、無事IMを開

催できましたことは会員間の強い　団結力の現れ

だと感じました。2008年からは CLPに移行し、

2009年 9月 23日には、加藤学園インターアクト

クラブの認証伝達式を開催致しました。インター

アクトクラブのスポンサークラブになるにあたり

ましては、私共のような小さなクラブでスポンサ

ーが務まるのか、クラブ内でも議論がありました。

現在、加藤学園インターアクトクラブの会員は、

50名を超えまして、活発な活動を行っているとこ

ろであり、当クラブとしましても惜しみない支援

と協力を行っていく所存であります。　　

　最後になりますが、沼津・富士・富士宮の各ク

ラブ及び地区を始めとした多くのロータリアンの

皆様に、なお一層の温かいご支援とご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げますとともに、本日ご臨

席の皆様方のご健勝を祈念致しましてて、ご挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。

6月のプログラム

949回 12:30

6月09日(木)

ブケ東海  クラブフォーラム

（例会場の変更について） 理事会⑫

950回 18:30

6月16日(木)

ブケ東海　ガバナー補佐期末訪問　

ガバナー補佐 

951回 12:30

6月23日(木)

ブケ東海  クラブ協議会（次年度活

動計画）次年度会長・幹事

952回 18:30

6月30日(木)

ブケ東海　さよなら例会　

クラブ管理運営委員会　時間変更

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一  編　集　者 本村文一

◆◆第948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

クラブ管理運営委員会報告

 

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

948回 22名 19名 - 86.36%

946回 22名 15名 0名 68.18%

●ゲスト　　　

1.渡邉脩助様：米山梅吉記念館　理事長

2.後藤　昭様：2005～2006年度会長

●欠席者(3名)

　伊縫文哉、成田みちよ、大竹　学

●スマイル報告

1.後藤　昭様：創立20周年おめでとうございま 

　　　　　　す。本日は、お招きを頂きありがと

　　　　　　うございます。沼津西RCの益々の

　　　　　　発展をお祈り申し上げます。

2.羽野久雄様（沼津北 RC）：20周年おめでとう

　　　　　　ございます。

3.野口郁夫様（沼津柿田川 RC）：20周年おめで

　　　　　　とうございます。

4.名古良輔：後藤昭さん、ようこそ、お越し下さ

　　　　　　いました。

5.久松　但：20周年おめでとうございます。

6.井上武雄：20周年おめでとうございます。

7.栗原侑男：20周年おめでとうございます。

8.宮島賢次：20周年おめでとうございます。

9.本村文一：20周年おめでとうございます。

10.名古良輔：30周年を目指して、頑張りましょ

　　　　　　う。

11.尾島康夫：20周年おめでとうございます。

12.芹沢貞治：米山記念館、渡辺理事長を迎え、

　　　　　　20周年記念例会が無事開催できまし

　　　　　　た事、実行委員長として、喜びでい

　　　　　　っぱいです。

13.芹澤和子：20周年記念おめでとうございます。

14.重光　純：20周年おめでとうございます。

15.杉山真一：20周年おめでとうございます。

16.杉山壽章：20周年おめでとうございます。

　　　　　　25周年に向かってがんばりましょう。

17.鈴木泰次：20周年おめでとうございます。

18.鈴木良則：20周年おめでとうございます。

19.植松　正：20周年おめでとうございます。

20.渡邉亀一：20周年おめでとうございます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西ロータリークラブ

　6月24日(金)→26日(日）～27日(月）　

　期末炉辺会談　於：下部ホテル

②新富士ロータリークラブ

　6月07日（火）→10日（金） 1000回記念例会

　6月28日（火）→25日（土） 期末例会

③沼津柿田川ロータリークラブ

　6月27日（月）→26日(日)　最終家族例会　

　メークアップ27日(月) 11:30～12:30　

2.連絡事項

①次週は、新旧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。

②6月23日のクラブ協議会（次年度活動計画）の

　原稿を、本日中に幹事又は事務局に提出してく

　ださい。

米山記念館理事長挨拶

　米山梅吉記念館

　理事長　渡邊脩助様

　沼津西RCの創立20周年記念例会にあたり、心よ

りお祝い申し上げます。

　記念事業として、米山梅吉記念館に貴重なご寄

付をいただき、有難うございました。

　1991年沼津北RCを親クラブとして創立されてか

ら、20年間に渡り、千本松原の清掃、整備、青少

年の健全育成など地域の二一ズに応えた奉仕を実

施されてきました。貴クラブが築き上げてきまし

た輝かしい歴史と伝統に対して深い敬意を表しま

すとともに、創立以来の会員とご家族の皆様に深

甚なる賛辞をお贈りいたします。

　去る3月11日に発生した東日本大震災では多く

の人々の生命・生活が一瞬にして破壊され、更に

チェルノブイリと並ぶ史上最悪の「レベル7」の

原子力発電所事故が起き、今まで唱えられていた
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安全神話が見事に崩壊してしまいました。周辺住

民の避難、放射能物質拡散による将来への健康被

害が懸念されており、事態収束がまるで見えない

状況が続いております。様々な形で多くの被害を

受けられた方々に心からお見舞い申し上げるとと

もに、被害地域の一日も早い復興を祈念してやみ

ません。この国難に対してロータリーとして義援

金の支援だけでなく、多様な奉仕活動に努めなけ

ればなりません。

　米山梅吉記念館は貴クラブの創立以来、多大な

ご支援とご協力をいただいており深く感謝とお礼

を申し上げます。新館設立の時、貴クラブからは

当時の静岡第3分区代理(現・ガバナー補佐)とし

て鈴木良則氏と会長の杉山了氏には大変なご協力

をいただきました。鈴木氏は現在も地区運営副委

員長として活躍されており、現会長の久松氏には

公益法人となった後、会計としてお世話になる予

定であります。今後とも貴クラブの皆様のお力添

えなくては記念館の運営は成り立ちませんので、

宜しくご協力をお願いいたします。

　貴クラブが益々奉仕活動にご努力され、更なる

充実したクラブを目指されることを祈念し、お祝

いの挨拶とさせていただきます。

沼津西ロータリークラブ、20周年おめでとうござ

います。

20周年記念式典

司会は鈴木泰次君がつとめた

　　　　ソングリーダーは杉山真一君

芹沢貞一実行委員長の挨拶

　クラブ功労者（第15代会長～19代会長）

　　への表彰が行われた。

　

　20周年記念式典は、東日本大震災の被害状況を

鑑みて、大幅に縮小し記念例会として例会中に行

うことになった。なお、20周年記念事業として米

山記念館に20万円の寄付と東日本大震災の被災地

へ100万円の義捐金を送ることとした。
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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 43号

2011年 6月 09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（例会場の変更について）

　 

　 

　　　　　　　　　　　　　久松　但 会長 

　本日は、後半のプログラムを変更し、例会場につ

いてのクラブフォーラムとなります。ご存じのよう

に来年3月末には、ここブケ東海も閉鎖となります

ので早急に場所等の変更をしなければなりません。

また、夜間例会につきましては、出席率が昼間より

も悪いことから、変更する会場によっては夜間例会

の是非も検討の余地があるかと思います。　

　ところで、昨日、沼津東急ホテルが、浜松市を拠

点にビジネスホテルなどを運営する呉竹荘グループ

に買収されることが発表されました。11月1日より、

名称を「沼津リバーサイドホテル」と変更したうえ

で事業を継承するようです。

　呉竹荘グループは、県西部を中心に愛知、岐阜、

三重県にかけてホテルや結婚式場、外食産業などを

展開し昨年の売上高は約65億円、今回の買収額は、

約15億円に上るようです。2億円をかけて改装し、

既存の従業員を継続雇用した上で業務を行っていく

ようです。同グループは2009年には掛川市の掛川グ

ランドホテルを買収しており、今月15日には富士市

でもホテルを開業する予定です。

　現在、沼津市内の宴会場は、その需要の低迷から

どこも苦戦続きのようです。ここブケ東海沼津にか

かわらず、沼津東急ホテル、ホテル沼津キャッスル

も宴会需要は低迷しています。もともと、ホテル事

業については、客室では利益があまり出ないのが一

般的です。ビジネスホテルのように、食事や経費を

切り詰めていけば、宿泊客だけでも成り立つようで

すが、シティホテルタイプでは、やはり結婚式等の

宴会需要がなければ経営は大変です。

　沼津市の人口が増加しなければ、宴会も増えない

わけですから、このままですと将来ホテルの撤退等

も有り得るのかもしれません。

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター　

1.山本　章様：せせらぎ三島RC

2.清水　学様：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

949 回 22名 21名 - 95.45%

947 回 22名 19名 0名 86.36%

●欠席者(1名)

　大竹　学

●他クラブへの出席者　

　名古良輔、植松　正（6/5　加藤学園）

●スマイル報告　

1.鈴木良則：誕生日のお祝いありがとうございます。

　　　　入会記念日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富士ロータリークラブ

　7月06日（水）夫人同伴期首懇親会　

　　　　　　　　於：ホテルグランド富士

②吉原ロータリークラブ

　6月23日（木）会長幹事慰労会　

　　　　　　　　於：ホワイトパレス　18:00点鐘

　6月30日（木）特別休会

2.連絡事項

①今月12日（日）は、午前10時に栗原自動車集合で、

　千本浜遊歩道の清掃です。

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 本村文一

◆◆第949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

6月のプログラム

950回 18:30

6月16日(木)

ブケ東海　ガバナー補佐期末訪問　

ガバナー補佐 

951回 12:30

6月23日(木)

ブケ東海  クラブ協議会（次年度活

動計画）次年度会長・幹事

952回 18:30

6月30日(木)

ブケ東海　さよなら例会　

クラブ管理運営委員会　時間変更

クラブフォーラム

　例会場の変更について　　　　

　次年度会長　宮島賢次君　　　

　

　新会場候補の調査を依頼した次年

度SAA鈴木泰次君及び井上武雄君に、

その結果報告を聞いた後会員の意見を聞く事にしま

す。

　沼津市内の主な式場、宴会場、会議室を備えた会

館を対照として調査しました。

以下会場名、住所、食事、費用、駐車場　備品、参

考の順。

ザ･グランドティアラ 白銀町 　弁当食　3,000円 

50台　有料（駐車場3ヶ所分散）

沼津東急ホテル 上土町 　料理 　2,400円 

110台　相談（夜間例会不可）

沼津キャッスル 日ノ出町　料理　2,000円 

60台　有料（会場費別 30,000円）

上記調査についての質疑事項

　Q：RIテーマ旗、国旗、クラブ旗掲揚等例会準備 

　　・進行手伝いは？また、備品の収容

　A：3会場共OK

　Q：沼津東急ホテルの夜間例会不可は、完全に出

　　来ないのか？

　A：通常例会は費用の面で不可であるが、飲食を

　　伴う特別例会は可　

　Q：沼津東急ホテルの駐車場は有料か？また大型

　　乗用車は入れるか？

　A：1時間を超える駐車は30分150円、大型車はホ

　　テル1Fピロティに駐車可

討議事項①　上記3会場以外の会場について

・ニューウェルサンピア沼津（旧厚生年金会館） 

　リゾート系ホテルの為シーズン毎の来館客で混雑 

するのではないか。食事の手配、単価は？

・公共施設的な文化会館等

　食事は仕出し弁当など持参となるが、室内の食事

が可能か？ビジターへの配慮は、また特別例会、

IM等のイベントの会場を兼ねる事が出来るか？

討議事項②　上記3会場について

　・金額面、駐車場台数を考えると東急ホテル沼津

が最良か

　・沼津東急ホテルは、沼津・沼津北クラブが既に

使用している為、例会進行上有利か

　・沼津東急ホテルは、呉竹荘グループに買収され

るそうだが、条件面の変更の可能性についての再確

認が必要か？（要確認）

　何れの会場にしても、早期の決定・契約を迫られ

るので、近々の理事会で決定することが望まれる。

また、食事代等の金銭面でUPになる為、新会場側の

都合が許す限り現会場をなるべく3月一杯まで使用

する方が良いと思われる。そして、次々年度を迎え

る前に現行の年会費・特別会費の有り方について討

議する必要があると思われる。

　　　　新　理　事　会　報　告

1,報告事項

　事務局給与、事務所賃借料について、昨年と同額で

合意しました。

2,協議事項

① 7月度プログラム クラブ運営委員長 宮口雅仁君

② 7～8月の座席表について　SAA　鈴木泰次 君

　役員・委員会別とする。

③ 2011-2012年度の慶事のプレゼントの件

　会長・幹事に一任する。

④会長・幹事慰労会の件

　7/23（土）伊豆長岡はなぶさ 18:30点鐘で実施する。

⑤会長・幹事に対する慰労金支給の件

　1人当たり3万円支給する。

⑥原浮島ふるさと夏祭り花火大会への協賛について

　3万円協賛する。

以上、一括承認

久松（　③　） 井上（　③　） 宮島（　③　） 本村（　２　）

名古（　③　）

重光（　③　）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

伊縫（　２　) 栗原（　③　) 宮口(　２　)

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

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

渡辺(　③　)

例会出席％　80.30　% 地区報告％　80.30　　%

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 44号

2011年 6月 16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　■■

ガバナー補佐期末訪問　ガバナー補佐

　 

　　　　　　　　　　　久松　但会長

12日の日曜日千本浜清掃に参加頂いた皆様、

ご苦労さまでした。私はバーベキューには参加で

きませんでしたが、加藤学園のインターアクター

の皆様も多く参加されていましたので、楽しい時

間を過ごせたかと思います。　　

私は、当日の午後は、文化センター小ホール

で実施されました「第30回沼津市わたしの主張

大会」に出席してきました。市内19校の中学生

による弁論大会です。昨年度は、第三中学校の内

村綸笑さんが全国大会で最優秀賞を獲得し、11月

の会長挨拶でもその内容を紹介しました。先日の

大会は、今年度の一番最初の予選にあたるもので

す。男子中学生7名、女子中学生12名によって

発表され、6名が2次予選となる静西静東合同大

会に進みました。　

その内容は、原稿の作成時期が3月11日の東

日本大震災後ということもあって、震災を通じて

感じた作品が目立ちました。募金活動を通じて

人々の暖かさを感じたことや、今の自分たちがい

かに幸せかということを実感したことなどが語ら

れました。また、剣道を通じて礼儀作法について

学んだことや、いじめについて意見を述べた作品

などもありました。子供たちの発表は、緊張感が

伝わってくるような子や堂々と話す子など様々

で、その内容とともに態度も採点の対象となって

いたようです。なお、今年度は、県代表を決める

県大会が沼津市で開催されます。平日ですが、8

月 24日同じ文化センターで行われるようです。

機会がありましたら出かけていってはどうでしょ

うか。

さて、今日は、加藤知治ガバナー補佐の期末

訪問となります。1年間ご指導有難うございまし

た。後半卓話よろしくお願いします。

6月のプログラム

951回 12:30

6月23日(木)

ブケ東海  クラブ協議会（次年度活

動計画）次年度会長・幹事

952回 18:30

6月30日(木)

ブケ東海　さよなら例会　

クラブ管理運営委員会　時間変更

7月のプログラム

953回 12:30

7月07日(木)

ブケ東海  会長・幹事・副会長の

抱負

954回 12:30

7月14日(木)

ブケ東海　クラブ協議会

　（ガバナー補佐訪問）

955回 18:30

7月23日(土)

はなぶさ　前年度会長・幹事慰労会 

移動例会・曜日変更・夜間例会

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.加藤知治様（富士RC）:静岡第3分区ガバナー補佐

2.石井大介様（富士RC）:静岡第3分区ガバナー補佐 

                       事務局

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

950 回 22名 17名 - 77.27%

948 回 22名 19名 1名 90.91%

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 本村文一

◆◆第950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

●欠席者(5名)　

　大竹　学、成田みちよ、大村保二、鈴木良則、

  芹澤和子

●他クラブへの出席者　

　久松　但、伊縫文哉、栗原侑男、芹澤和子、

  重光　純、杉山真一、杉山壽章、鈴木泰次、

  渡邉亀一（6/12　千本浜）

　宮島賢次、芹沢貞治（6/12　会員増強セミナー）

  植松　正（6/12　IAC小委員会会議）

●スマイル報告　

1.加藤知治様（富士RC：静岡第3分区ガバナー補

佐）：ガバナー補佐期末訪問、させて頂きます。中

山ガバナー年度ご協力ありがとうございます。

2.久松　但：加藤ガバナー補佐ごくろうさまです。

3.重光　純：加藤ガバナー補佐、卓話よろしくお願

いします。

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

7月18日（月）　祝日休会（海の日）

2.連絡事項

①6月12日の千本浜清掃に参加の皆様、お疲れ様で

した。

静岡第三分区ガバナー補佐期末挨拶

静岡第三分区

ガバナー補佐

　　　　　　加藤知治様

ガバナー補佐期末訪問ご挨

拶申し上げます。2010～11

年度中山ガバナー年度にご協力頂き有難うございま

す。まず東日本大震災について、3月11日三陸沖太

平洋にM9未曾有の地震が発生、大津波が東北太平洋

側海岸に押寄せ、死者行方不明合わせて2万4千8百

余名、被害者二拾数万人にも及ぶ人達が、甚大な犠

牲者及び被害者となりました。今は真心込めて心よ

りご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受

けられた方々にお見舞い申し上げます。更に福島原

発事故により被害を受け、避難されている方々には

1日も早く元の生活に戻る事を、ご祈念するのみで

あります。

　昔から言い伝えられている説に「地震、雷、火事

,親父」という言葉があります。「地震と雷」の自

然天災は如何ともし難く、人間の知恵と力ではどう

することも出来ません。一刻も早い復興を祈るのみ

であります。

　次に本年2月6日開催しました静岡第3分区、Ⅰ.M

富士R・Cがホストで行い、二百数十名の分区ロータ

リアン各位のご参加を頂き盛大に行う事ができまし

た。改めて感謝申し上げます。テーマを「富士山・

友情・連帯」と定め、富士山にかかわる記念講演を

京大教授火山学者鎌田先生に、「若し富士山が噴火

したら」の講演をして頂きました。折しも霧島山系

新燃岳噴火の時機でしたので、的を得た興味深い話

ではなかったかと思っておりますⅠ.M終了最後まで

大勢のロータリアンに参加して頂き「手に手つない

で」の合唱で、盛り上げて下さり誠に有難うござい

ました。

　3つめは2010～11年度レイ・クリギンスミスR・Ⅰ

会長は「地域を育み大陸をつなぐ」のテーマを掲げ

スタートしました。中山ガバナーが示された「地区

目標」は主たることが3つあります。1つは会員増強

でクラブ及び担当関係の皆さんは、ご苦労されてい

ると思います。会員減少と高齢化の現状に於いてク

ラブを維持して行くには、大命題ではないかと思い

ます。2つ目は富士山世界文化遺産登録を支援しよ

うと、中山ガバナーが先頭に立ち、8月8日8時8分富

士山頂で「手に手をつなぐ」登録支援をしました。

文化遺産登録の目的達成が叶える様支援したいと思

います。3つ目はクラブ長期計画を推進させるため、

即ちクラブの刷新、柔軟、活性、更に資質の向上を

目的に、クラブ研修リーダーを選任セミナーを開催

しました。以上3点が主な地区目標でした。クラブ

刷新と、魅力あるクラブに成る事を願ってやみませ

ん。

　「ロータリーだからできる、ロータリーでなけれ

ばできない」頑張りましょう。　

　　　　千本浜遊歩道の清掃

6月 12（日）に千本浜遊歩道の清掃を加藤学園イン

ターアクトクラブ会員と共同で行った。

　　清掃の様子

　 

　　　　集合写真

参加された会員の皆様お疲れ様でした。
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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 45号

2011年 6月 23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　■■

クラブ協議会（次年度活動計画）

　 

　　　　　　　　　　　久松　但会長

本日、宮島賢次副会長とともに、市役所に市

長を訪ね、義援金100万円と協賛金20万円を渡

してきました。義援金についてはご承知かと思い

ますが、協賛金については、被災地である岩手県

大船渡市の小学生210名の、夏祭り招待のための

協賛金です。夏祭りへの招待は、沼津夏祭り実行

委員会の企画で、2泊 3日の修学旅行として行わ

れるようです。

この件につき、21日（火）には、沼津北ロー

タリークラブにお礼と報告を兼ねて訪問してきま

した。ご承知のように、沼津北ロータリークラブ

からは、20周年のお祝いを頂きました。このた

め、20周年記念例会が通常例会の中で実施するこ

とになった経緯と頂いたご祝儀の使い道について

報告してきました。沼津北ロータリークラブの

方々からは、20周年記念例会が、通常例会の中で

実施されたことにつき、賢明な判断でしたね、と

の言葉も頂きました。

また、18日（土）には、今年度最後の会長幹

事会がホテルグランド富士で行われました。今年

度の報告を現会長が行った後、次年度の協議事項

として、GSEの実施について報告されました。次

年度は、オランダ1580地区からロータリアンの

リーダーのほか4名の研修生を受け入れるようで

す。第3分区では、地区大会を含む週の12日

（土）から20日（日）までです。1名は当クラブ

でホームステイをしなければなりませんので、そ

の節にはご協力をお願いします。

さて、本日は次年度活動計画のクラブ協議会

となります。宮島賢次次年度会長、杉山真一次年

度幹事よろしくお願いします。

6月のプログラム

952回 18:30

6月30日(木)

ブケ東海　さよなら例会　

クラブ管理運営委員会　時間変更

7月のプログラム

953回 12:30

7月07日(木)

ブケ東海  会長・幹事・副会長の

抱負

954回 12:30

7月14日(木)

ブケ東海　クラブ協議会

　（ガバナー補佐訪問）

955回 18:30

7月23日(土)

はなぶさ　前年度会長・幹事慰労会 

移動例会・曜日変更・夜間例会

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

　　　　　

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター　

1.小林　俊様：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

951 回 22名 17名 - 77.27%

949 回 22名 21名 0名 95.45%

●欠席者(5名)　

大竹　学、成田みちよ、重光　純、杉山壽章、渡邉

亀一

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 本村文一

◆◆第951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

●他クラブへの出席者　

久松　但、重光　純、宮島賢次、杉山真一（6/18 

会長、幹事会）

重光　純（6/20　沼津柿田川 RC）

●スマイル報告　

1.鈴木良則：暑いですね。あと一回の例会、がんば

りましょう。

2.本村文一：来週のさよなら例会は、当番医の為、

出られません。すみません。

3.大村保二：所用につき、早退させていただきます。

4.新、旧広報委員会：昨日の新旧広報委員会のの残

金です。

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

6月23日(木)　18:00～　於：ホワイトパレス　会長

幹事慰労会

6月30日(木)　特別休会　ホワイトパレスフロント

にてメークアップ受付（11:30～12:30）

②富士宮ロータリークラブ

6月27日(月)　会長幹事慰労会　点鐘　18:30　例会

場 小川荘

7月18日(月)　祝日休会

2.連絡事項

①次週30日(木)のさよなら例会は、18:30点鐘です。

お間違えなくお越しください。

クラブ協議会（2011～2012年度活動計画）

  

2011～2012年度　幹事 

  

     杉山真一君

  次年度の活動計画について、クラブ協議会が行

われ各委員会の活動計画を報告していただきまし

た。

  まず、宮島次年度会長から、次年度の会長方針

についての説明がありました。次年度のテーマは

「元気で魅力あるクラブにしよう」です。

その中で、職業奉仕を通じて職業に誇りを持ち、

正直かつ品位ある方法で職業を実践しようとする

もの等、まず基本である自己の職業奉仕を実践す

る事が元気が出る源になり、それから老若の会員

同志が融合して親睦を深め、新しいクラブに変っ

て行けば、魅力ある元気なクラブを維持する事が

出来る。また、今年起こった東日本大震災の支援

についての積　惟貞ガバナーの考えに追随して、

当クラブでの取り組みについて、宮島次年度会長

の考え等の説明がありました。その後各委員長か

ら活動計画の説明がありました。

  クラブ管理運営委委

員会からは、各委員の

分担とプログラム・出

席・親睦活動について、

クラブ広報委員会は、

会報・広報・雑誌活動、

会員増強委員会からは、ロータリー情報・会員選

考・会員増強活動についての報告、奉仕プロジェ

クト委員会からは、職業奉仕・社会奉仕・国際奉

仕活動について、また加藤学園高等学校とのイン

ターアクト例会や、年次大会、指導者講習会、国

内・海外研修会について、今後の活動予定の報告、

ロータリー財団委員会・米山奨学会の活動計画や、

SAAは、司会進行や2カ月ごとの座席変更について

の説明がされました。

　協議会では、各委員会の活動方針について活発

な意見交換が行われた後、宮島次年度会長の総評

があり、最後に鈴木良則さんから講評を頂き、「

楽しいクラブ作りと、誰もが当クラブに入会して

良かったと思う計画作りが大切です。」というお

話をされ、有意義なクラブ協議会に終わりました。

　　　　　東日本大震災関連

　創立 20周年記念式典の記念事業として被災地

への義捐金100万円と被災地である岩手県大船渡

市の小学生210名の、夏祭り招待のための協賛金

20万円を久松会長と宮島賢次次期会長が本日、

市役所を訪ね栗原市長に手渡してきた。
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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 46号

2011年 6月 30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　■■

さよなら例会

　 

　 

久松　但会長

本日は、今年度最後の例会となります。1年間

ご協力有難うございました。年度当初、最後の例

会での会長挨拶を、自身で迎えられることを最大

の目標としてきました。したがいまして、今日こ

こに立てることを嬉しく思います。

今年度は、沼津柿田川RC30周年をはじめ、沼

津北RC50周年、当クラブの20周年と、沼津地区

で3つの周年記念例会がありました。ご承知のよ

うに当クラブの20周年記念例会につきまして

は、3月 11日の東日本大震災を受けまして、通常

例会となりましたが、無事開催することができま

した。

クラブのホームページにつきましては、何と

か立ち上げを致しました。まだ、満足なものでは

ありませんが、より良いものにして行ければと思

います。

インターアクトクラブにつきましては、クリ

スマス例会や千本浜の清掃作業を一緒に行うこと

が出来ました。また、1年間の活動報告を3月に

して頂きました。植松インターアクトクラブ委員

長には、1年間加藤学園での例会に出席していた

だき、とても感謝しております。有難うございま

した。

一方、会員増強につきましては、純増1名と

いう目標を達成できませんでした。次年度は会員

増強維持委員長を仰せつかっておりますので、引

き続きがんばっていきたいと思います。

今日は、1年間の反省を述べながらの挨拶とな

りましたが、会員皆様のご協力無しでは、会長は

務まらないということを実感しました。また、重

光幹事にも1年間色々お世話になり、有り難うご

ざいました。

次年度は宮島年度となります。皆様の本年度

とかわらぬご協力をお願いするとともに、私も精

一杯協力していきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

　 

次年度会長宮島賢次君

に緑の会長ブレザーを

バトンタッチ

７月のプログラム

953回 12:30

7月07日(木)

ブケ東海  会長・幹事・副会長の

抱負

954回 12:30

7月14日(木)

ブケ東海　クラブ協議会

　（ガバナー補佐訪問）

955回 18:30

7月23日(土)

はなぶさ　前年度会長・幹事慰労会 

移動例会・曜日変更・夜間例会

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

　

会　　　長 久松　但 幹　　　事 重光　純

広報委員長 本村文一 編　集　者 本村文一

◆◆第952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

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

952 回 22名 15名 - 68.18%

950 回 22名 17名 2名 86.36%

●欠席者(7名)

　伊縫文哉、本村文一、成田みちよ、大村保二、

　大竹　学、鈴木泰次、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　久松　但(6/21　沼津北RC)

　重光　純、渡邉亀一（6/27　沼津柿田川RC）

　大村保二、杉山壽章（6/30　吉原 RC）

●スマイル報告　

1.名古良輔：入会記念日のお祝いありがとうござい 

　ます。

2.久松　但：1年間ご協力ありがとうございました。

3.重光　純：皆様、1年間ありがとうございました。

4.宮島賢次：久松会長、重光幹事、1年間お疲れ様

　でした。

5.杉山真一：久松会長、重光幹事、1年間ご苦労様

　様でした。

6.宮口雅仁：会長、幹事、1年間ごくろう様でした。

7.井上武雄：久松会長、重光幹事、一年間ご苦労様

　でした。

8.栗原侑男：会長、幹事、一年間御苦労様でした。

9.芹澤貞治：会長、幹事、一年間御苦労様でした。

10.芹澤和子：1年間、ありがとうございました。

11.杉山壽章：会長、幹事、一年間御苦労様。

12.名古良輔：久松会長、重光幹事さん、一年間御

　苦労様でした。

13.尾島康夫：久松さん、重光さん、一年間ご苦労

　様でした。

14.鈴木良則：久松会長、重光幹事、一年間ご苦労

　様でした。

15.植松　正：久松会長、重光幹事、一年間ご苦労 

　様でした。

16.渡邉亀一：会長、幹事、一年間ご苦労様でした。

幹 事 報 告

　

　重光　純幹事

1.他クラブの例会変更等

ありません。

2.連絡事項

①次週は、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。

②7月のロータリーレートは1ドル＝82円です。

1年を振り返って  久松　但会長

　さよなら例会の中ではありますが、1年を振り返

って反省を述べたいと思います。年度当初、目標と

して20周年記念式典の催行、ホームページの立ち上

げ、インターアクトクラブの道筋を付けることをあ

げました。これにつきましては、挨拶の中で申し上

げた通りです。会員増強が出来なかったのは残念で

すが、次年度引き続いてがんばりたいと思います。

　また、会長挨拶については、自分なりに分析をし

てみました。RC関係8回、税制改正や為替・株式市

場など経済関係7回、事業仕分け・国家予算・年金

問題など政治関係6回、わたしの主張大会・いじめ

など教育関係が6回でした。その他印象的なのは、

東日本大震災関係やW杯、アーケード街など地域の

話でした。1年間、挨拶を考える上で新しく知った

ことも多く、良い勉強をさせて頂きました。有り難

うございました。                      

　　　　　さよならパーティー

　

　開会の挨拶は

　芹沢貞治君

　

　 

　 

司会は宮口雅仁君

　乾杯は井上武雄君
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　鈴木博行君の手品

パーティーの様子

さいごは、みんなで

『手に手つないで』

　閉会の挨拶は

　　　名古良輔君

皆様、1年間ご苦労様でした。

編集後記

　

　今年度もつつがなく広報委員会はその仕事を終え

ることができました。広報委員の皆様の地道な努力

にこの場を借りて感謝したいと思います。今年度の

広報委員は副委員長に尾島康夫君、委員に名古良輔

君、宮島賢次君、杉山真一君、成田みちよさんと私

の6名でつとめてきました。

　スペースも余りましたので、簡単に広報委員の仕

事を説明させていただきます。

広報委員の仕事は例会中から始まります。写真を撮

ることからです。今年は、杉山真一君がかなり、写

真を撮ってくれたので安心でした。来年はどうする

か心配です。私は来期も広報委員なので。

例会終了後に卓話をしていただいた方に原稿をお願

いして、川口さんにアップしてもらいます。それが

、おおよそ金曜日の夜には出来上がります。そのア

ップしてくれた原稿を皆さんが分担して検閲するの

ですがそれが今年はとても早く土曜日には終わって

ることが多かった。（90％以上）それを、担当編集

者が、がんばって月曜日には週報を作ってしまうこ

とが多く、あまりの速さにびっくりさせられました

。だから、今年は余裕を持って出来上がった週報を

見直すことができました。皆さんのまじめさと熱意

に感謝するしだいです。

　ただ、心配事もあります。広報委員の顔ぶれがあ

まり変わらないこと。おそらく10名前後でまわし

ている感じです。新会員が増えれば、積極的に広報

委員をお願いしている次第ですが、なかなか増えま

せん。少しでも興味のある方はいつでも参加大歓迎

です。今後とも広報委員の活動にご理解とご協力を

お願いします。（本村文一）




