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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
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2011～2012年度

第 21巻 1号

2011年 7月 7日

心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に

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 ●

元気で魅力あるクラブにしよう

■■　本日のプログラム　■■

会長･幹事･副会長の抱負

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

  本日は7月7日ご存じ七夕です。江戸時代までの旧

暦の7月7日ですから、新暦では単純に月遅れにしま

すと8月7日になります。七夕もお盆の新旧と同じで、

地方によって七夕祭りの季節が違うようです。

　七夕はキュウリやナスや麦の収穫を祝う性格があ

りますので、新暦の7月7日ですとまだ、なり始めの

頃なんですね。七夕の行事はある意味、収穫祭なの

で季節が合わないのです。川にものを流す「鐘楼流

し」や「ねぶた祭り」も七夕の変形なのですが、新

暦の7月7日に水に入るよりも8月7日に水に入った方

が良いですね。これも季節によりますね。

　新旧を統一できなかった要因は、太陽暦への改暦

が強引であったため、それまで太陰太陽暦で行って

いた行事をどうするか討議しなかったので、その日

取りの扱いが日本中バラバラになってしまったそう

です。権力に近い都会は新暦で行事を、地方は昔な

がらの太陰太陽暦を使った事が今に尾を引いていま

す。例えば横浜湘南では7月7日を七夕としますが、

仙台では8月7日を七夕としています。

　仙台と言えば日本一の七夕まつりで有名ですが、

今年も例年通り8月6日から8日まで行われるそうで

す。協賛会の庄子正文実行委員長は、もともと星に

願いを託すお祭りであり、本年は「復興と鎮魂」を

テーマに、仙台・宮城そして東北全体の復興を願う

お祭りとして開催する事を決定したそうです。また、

今年の人出は、175万人を予想されているそうです。

因みに昨年は235.7万人でした。

この夏東北へ出かける事がある方は是非立ち寄って

頂けたらと思います。

　それから、仙台はRI第2520地区にあたりますが、

沿岸地域は会員の死亡、自宅及び会社の被災が予想

外に多く、地区のガバナーは会員と各クラブの情報

収集を徹底し、被災クラブの維持・存続をしてもら

う為物的支援・人的支援・資金的支援などを実行さ

れたそうです。今後、地区の経済の復興等について

は、長い年月がかかるかとは思いますが、日本人な

らば絶対に復活・復興が出来ると信じ、また私達も

その応援が出来ればと思います。

７月のプログラム

954回 12:30

7月14日(木)

ブケ東海　クラブ協議会

ガバナー補佐期首訪問

955回 18:30

7月23日(土)

はなぶさ旅館　

前年度会長･幹事慰労会　移動例会

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

８月のプログラム

957回 12:30

8月04日(木)

ブケ東海　前年度事業・決算報告

958回 12:30

8月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラム

（例会場の移転） 移動例会

959回 18:30

8月18日(木)

東急ホテル　納涼例会　夜間例会

960回 12:30

8月25日(木)

ブケ東海　クラブフォーラム（会員

増強・維持）

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 植松　正

◆◆第953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

●ゲスト・ビジター

　なし

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

953 回 22名 19名  - 86.36%

951 回 22名 17名  3名 90.91%

●欠席者(3名)

  成田みちよ、大竹　学、重光　純

●他クラブへの出席者　

  宮島賢次、杉山真一（7/5　沼津北RC）

●スマイル報告

1.宮島賢次：今日から始まります。1年間よろしく 

　お願い申し上げます。

2.杉山真一：今日から、1年間よろしく、お願いし

　ます。

3.名古良輔：新年度、頑張りましょう。

4.鈴木良則：宮島会長、杉山幹事、1年間、宜しく

　お願いします。

5.大村保二：宮島会長、杉山幹事、1年間がんばっ

　て下さい。

6.芹澤貞治：宮島会長、杉山幹事、1年間、お願い

　します。

7.栗原侑男：宮島会長、杉山幹事、1年間、ガンバ

ッテ下さい。

8.鈴木泰次：宮島会長、杉山幹事、本年、宜しくお 

　願いいたします。

9.久松　但：宮島会長、杉山幹事、1年間、がんば

ってください。

10.本村文一：宮島会長、杉山幹事、1年間、よろし

　くお願いします。

11.植松　正：宮島会長、杉山幹事、1年間、よろし

　くお願いします。

12.杉山壽章：宮島会長、杉山幹事、1年間、よろし

　くお願いします。

13.久松　但：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

14.宮口雅仁：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

15.杉山真一：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

16.渡邉亀一：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

17.杉山真一：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

18.大村保二：所用につき、早退させていただきま

　す。

19.M.A.Dテーブル：6/23M.A.Dテーブルのテーブル

　会の残金です。

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

　7月15日（金）　会長、幹事　慰労会

  於：裾野茶寮　19:00～

  7月29日（金）　特別休会

②御殿場ロータリークラブ

　7月21日(木)　前会長、幹事慰労会　

  於：御殿場館

2.連絡事項

①伊東哲夫ガバナー補佐より

  各クラブへの訪問の際には、クールビズにて伺わ

  せていただきたく存じます。何卒主旨をご理解い

  ただきますよう、お願い申し上げます。

②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。

会長・幹事・副会長の抱負

「元気で魅力あるクラブ 

　にしよう」という

　　　　テーマについて

　　　   宮島賢次 会長

　職業奉仕は、自らの職業を通して個々に出来る奉

仕、ひいては社会奉仕に繋がります。異業種の会員

が集まったクラブとしては、親睦を深めお互いを理

解し目的を共有して社会奉仕に努める。会員が一丸

となって身を投じて奉仕する事が、この奉仕団体の

出来得る事と考えます。そしてその行動すること自

体に価値が有り、結果が付いて来る。ですから、様

々な出来事に対して元気に行動出来る様になれたら

と思います。

　奉仕の次に親睦が大事とよく言われます。親睦が

広まり深まれば、出席が良くなる。出席が良くなれ

ばロータリー情報が徹底する。ロータリー情報が徹

底すれば、奉仕活動が活性化する。奉仕活動が活性

化すれば親睦も広まり深まる。この循環が極めて有

益であろうと思います。これがロータリークラブの

魅力であろうと思います。
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　こういう良い循環が有れば、奉仕活動が自然と活

性化し新会員候補者にも理解され易くなるのではな

いでしょうか。その為私が一番必要ですが、まず基

本的な考え方を勉強したいと思います。

　これからの1年間試行錯誤しながらの運営となり

ますが、皆様のご指導ご助言を仰ぎながら、貫徹出

来ます様努力して行く次第です。何卒ご協力賜わり

ます様お願い申し上げます。

　　幹事の抱負

　　　杉山真一 幹事

　

　まだ、入会してから日が浅く、ちょうど7月10日

で丸三年　これからロータリー4年目に入ります。

　最初、幹事をお引き受けするとき特にこの役目の

大きさや役割もあまり分からずまた、ロータリーの

組織や色々な行事、決めごとも知らずにいましたが

実務をこなしそのたびに皆様に教えていだいたり調

べたり確認しながら定款や細則も読むようになり、

なんとかここまで来ました。

　まだまだ解らないことだらけですが、前よりは少

しはロータリーのことが分かってきたのかなあ思っ

ていますし、これは経験の少ない自分にとってもっ

と「ロータリーを理解し立派なロータリアンになる

べく修行しなさいよ」という私にとっての使命なの

かなとも思っています。

  入会してからよく諸先輩にロータリーを理解する

には何でも積極的に色々な活動に参加しないとわか

らないし参加すれば理解も深まるといわれました。

事実この三年間色々な行事に可能な限り参加してき

てその言葉が今更のように感じます。

　この1年、会長の方針に従い、『元気で魅力ある

クラブにしよう』をテーマに皆様と楽しく、スムー

ズな運営ができるよう一生懸命務めさせていただく

所存ですので、ご協力とご助言を切にお願い申し上

げます。

　　副会長の抱負

　　　宮口雅仁 副会長

　

  今年7月より来年6月まで、沼津西ロータリークラ

ブの副会長に就くことになりました。当クラブに入

会させて頂き9年が経ち、入会後10年で会長に就く

為、宮島会長の会長挨拶や今まで会長をやられてこ

られた方々の会長挨拶を参考にさせて頂き、自分独

自の会長挨拶を、この1年間勉強していきたいと思

っております。

　副会長はストレスが溜り結構大変です。

　クラブ管理運営委員会委員長としての役は、今ま

で親睦委員長などをやらせて頂きましたが、親睦プ

ログラム、出席を統括しなければならないので、親

睦プログラムを決め、今期やります。前年度会長、

幹事慰労会、納涼家族例会、クリスマス家族例会、

新年会、沼津柿田川RC合同例会、千本浜遊歩道清掃、

さよなら例会の例会場所を決め、予算案を理事会に

提出します。

　今までとは違って、余裕を持って自分の会社の仕

事中心で、西ロータリークラブを楽しんで来た時と

は、違うプレッシャーとストレスが溜りそうですが、

何とか自分なりにしか出来ませんが、頑張って1年

間西ロータリークラブ副会長の仕事をやっていきた

いと思います。

　宮島会長、杉山幹事のセコンドについてお手伝い

出来ます様、頑張っていきますので皆様、宜しくお

願い致します。

　9年間クラブに在席していますが、まだ、ロータ

リークラブの活動内容や行事において勉強不足の所

がありますので、この1年間勉強させて頂きます。

  

理事会報告

1.報告事項

　特になし

2.協議事項

①8月度プログラム クラブ運営委員長　宮口雅仁 

  君、プログラム担当　重光　純 君

・提案のとおり承認する。

②納涼例会について

・8月18日（木）18:30より例会をあげつち会館で実

　施後、沼津東急ホテルに移動して行う。
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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
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2011～2012年度

第 21巻 2号

2011年 7月 14日

心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に

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 ●

元気で魅力あるクラブにしよう

■■　本日のプログラム　■■

クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

　月曜日の朝から喉の痛みが始まり、だんだん声

が出なくなってきました。昔から「夏風邪はバカ

しかひかない」と言われますがその通りですね。

　金曜日の夜はお付き合いで飲み会、土曜日は朝

早くから息子の中体連テニス大会の観戦、日曜日

は午前中久し振りに野球の試合に参加して、息子

ほどの若いチームと対戦しました。私は外野のセ

ンターでしたが、我がチームの投手（60歳）が滅

多打ちに合い、嫌という程走らされ、疲れ切った

体を早く休めようと早く床に付きました。が、暑

さに勝てずエアコンを付け30分後に切れるタイ

マーにしました。その後寝入ってしまったのです

が、朝になって喉が痛い。風邪をひいたなと思っ

た時には既に遅しでこの始末です。後で家内に聞

きましたら、後から家内が寝室に入って来たらや

はり暑かったので、またエアコンを付けたそうで

す。そう、追い打ちを掛けられたのです。

　昔は、あまりの暑さに体に何も掛けずにお腹を

出して寝てしまったり、冷たい物を飲み過ぎたり

した結果、体を冷やして風邪をひくことになった

という、「考えなしに行動してしまう人が風邪を

ひくので、バカしかひかないと言われるように

なったようです。」

最近の夏風邪はオフィスのエアコンが原因になっ

ているようで、エアコンによる冷やしすぎが夏風

邪のもと。エアコンで空気も乾燥しているし、さ

らに外気温と室温の差が激しいので、体に負担が

かかり抵抗力もダウンしているところに、アデノ

ウィルスなどの湿度の高い場所を好むウィルスが

入って来る為です。

まさに、私の行動が風邪をひく条件にピッタリ

だった訳です。

　皆さんも、エアコンの設定温度を上げる。水分

の補給を欠かさない。普段からしっかりと栄養を

摂る。飲酒や喫煙を控えめにして良く睡眠を取る

など、夏風邪の予防に心掛けて下さい。

７月のプログラム

955回 18:30

7月23日(土)

はなぶさ旅館　

前年度会長･幹事慰労会　移動例会

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

８月のプログラム

957回 12:30

8月04日(木)

ブケ東海　前年度事業・決算報告

958回 12:30

8月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラム

（例会場の移転） 移動例会

959回 18:30

8月18日(木)

あげつち会館

        （懇親会:沼津東急ホテル）

納涼例会　夜間例会

960回 12:30

8月25日(木)

ブケ東海　クラブフォーラム（会員

増強・維持）

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 植松　正

◆◆第954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

●ゲスト

1.第2620地区第3分区ガバナー補佐：

  伊東哲夫様（沼津北RC）

2.第2620地区第3分区ガバナー補佐事務局：

  大塩秀樹様（沼津北RC）　

●ビジター

1.山口幸男様：御殿場RC

2.笠原良輝様：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

954 回 22名 18名  - 81.82%

952 回 22名 15名  1名 72.73%

●欠席者(4名)

  大竹　学、重光　純、杉山壽章、尾島康夫

●他クラブへの出席者　

  成田みちよ（7/8　せせらぎ三島RC）

　重光　純　（7/12　沼津北RC）

●スマイル報告

1.杉山真一：伊東ガバナー補佐、事務局大塩様、本 

  日は、宜しくお願いします。

2.鈴木博行：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.鈴木良則：残雪で、開通が遅れていた富士山富士

  宮口が開通しました。

4.成田みちよ：高齢者の特集番組で、本日SBSTVの

  取材を受けました。7月25,26,27日のどれかで、

  放送される予定です。

5.成田みちよ：6月のテーブル会の会費をスマイル

  させて頂きます。

6.久松　但：所用につき、早退させていただきます。

7.成田みちよ：所用につき、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吉原ロータリークラブ

  7月28日（木）　期首懇親会の為　於：松葉楼　

  18:00～　　　　MUは、11:30～12:30

  8月11日（木）　特別休会　MUは行いません。

②富士宮西ロータリークラブ

  7月29日(金）　納涼例会　朝霧ジャンボリー・

  クラブハウス　18：30点鐘

  8月12日(金）　お盆休会　

③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）

  8月08日（月）　前会長前幹事慰労会　

  MU 11:30～12:30

  8月15日（月）　裁量休会

2.連絡事項

①次週は、例会日例会場所変更で、旅館はなぶさで

  す。お間違えないように、お越しください。

②8月4日のクラブ協議会（前年度事業・決算報告）

  の原稿を、次週までに、幹事か事務局に、ご提出

  ください。

③8月18日（木）の納涼例会の出欠席をご記入くだ

  さい。

カバナー補佐期首訪問挨拶

第三分区ガバナー補佐　伊東哲夫様

　

　沼津西RCの皆さんこんにちは。私は2011～2012年

度の2620地区第3分区のガバナー補佐に就任しまし

た沼津北RC所属の伊東哲夫です。職業分類は弁護士

です。至りませんが、この一年どうぞよろしくお願

いします。

　貴クラブは沼津北RCの子クラブとして創立し、早

20年になります。私がロータリアンに成りたてのこ

ろ、森延敏さん、鈴木博行さんは沼津北RCのメンバ

ーでした。こんな関係から非常に親しみを感じるク

ラブでして、旧原町を中心とする産業人、専門家職

業人のステータスとしていつまでも繁栄して欲しい

と願ってやみません。

　ところで、貴クラブには名古パストガバナー補佐

がおいでになります。そんな関係からガバナー補佐

の役割をご説明することは差し控えさせていただき

ます。そこで、本年度のガバナーの活動計画、方針

のご説明に移らせてもらいます。
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　本年度のRI会長は、MR.カレヤン・バネルジーと

いって、インドの方です。掲げましたテーマは「こ

ころの中を見つめよう　博愛を広げるために」です。

そして、強調する項目は「家族」「継続」「変化」

です。就中、「家族」の大切さを説いております。

本年の積ガバナーもこのRI会長のテーマ、そして前

年の中山ガバナーの「不易流行」を中心とする活動

計画を踏襲し、その継続と充実を図っていく方針と

聞いております。但し、行事関係は質素、倹約を旨

としたいとのことです。

　活動計画としては、例年の地区目標の達成、それ

と昨年からの富士山文化遺産登録の支援のほかに、

積ガナバー年度の特徴的な活動としましては、東日

本災害復興支援です。現在、ロータリー全体の義掲

金は金918,400,592円、2620地区では金30,618,225

円です。既に、執行された義援金は金1億2000万円

です。今後の取り組みですが、ファイブforワンと

いう活動です。これは被災1クラブに非被災5クラブ

がチームを組んで継続的な支援をしていくという試

みです。例えば、被災地の被災遺児へ継続的に奨学

金を給付して支援するなどのプログラムです。この

活動に対しガナバー会が費用の半額補助することに

なっております。各クラブもこのファイブに入り継

続的な支援活動をお願いいただくことになります。

是非、貴クラブも名乗りを上げ具体的な体制造りを

お願いします。

　支援体制もう一つは、GSEの受入れです。2620地

区がオランダのアムステルダム地区の要請に基づき

研修生を受け入れることになりました。第3分区受

け入れ期間2011.11.14～11.19です。是非、積極的

にホームスティー先になっていただきたいと思いま

す。このことにつきましては、貴クラブの国際奉仕

委員会に取り組みをお願いいたします。

　そして、ガバナーは地区内の行事の運営は質素・

倹約を旨として実施いきたいとのお考えをもってお

ります。

　最後にお願が二つあります。一つは、ガバナー事

務所からのお願いですが、クラブ名、ガバナー名、

ガバナー事務所名等の文書を対外的に発信する場合

には、必ず、事前にガバナー事務所の承認を受けて

いただきたいとのことです。

　もう一つは、分区の行事であるIMへのご出席とご

協力のお願いです。実施日は2012.2.4(土)沼津東急

ホテルにて開催する予定です。後日、係の者が改め

てご挨拶に伺わせてもらいますが、何卒よろしくお

願いします。

　それでは、宮島会長、杉山幹事の下で、この一年、

貴クラブが順調に活動計画の実現し、地区目標も達

成出来ますように心よりお祈りしまして、期首訪問

の挨拶と致します。

  

クラブ協議会

　　　

　本日のクラブ協議会は、ガバナー補佐の伊東様と

同事務局大塩様にご出席いただき、宮島会長の議事

進行のもと今年度の活動計画に関するクラブ協議会

を行いました。

　

　まず、ガバナー補佐の伊東様よりRI会長のテーマ

についての説明と積ガバナー年度の活動の東日本災

害復興支援と分区行事であるIMへの参加についての

案内がありました。

　その後、各委員長ごとに年次計画を発表し最後に

伊東ガバナー補佐より講評と貴重なアドバイスを頂

きました。

(杉山　真一 幹事）

久松（⑤）＋３ 井上（　⑤　） 宮島（⑤）＋２ 本村（　４　）

名古（⑤）＋１

-------------------------６月分出席一覧 -----------------------

伊縫（３，１) 栗原（⑤)＋１ 宮口(　⑤　)

成田(　１　) 大村(３，１) 大竹(　０　) 尾島(　⑤　) 芹澤貞(⑤)＋１ 芹澤和(４，１)

重光（4,1）＋2 杉山真(⑤)＋２ 杉山壽(4,1)＋1 鈴木博(　⑤　) 鈴木泰(４，１) 鈴木良(　３　) 植松(⑤)＋２

渡辺(4,1)＋1

例会出席％　80.16　% 地区報告％　87.27　　%

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
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2011～2012年度

第 21巻 3号

2011年 7月 23日

心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に

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 ●

元気で魅力あるクラブにしよう

■■　本日のプログラム　■■

前年度会長・幹事慰労会～はなぶさ旅館

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長

 

　食通で知られた映画監督の小津安二郎氏は、四季

を通じて鰻を食したそうです。大晦日には、一匹丸

ごとの大串を楽しんだといいます。細く長くを願う

年越しそばに代えて、太く長く生きようとの理屈だ

そうです。

　本来例会日であった21日は、大量の鰻が煙の中で

昇天する土用の丑。暑い盛り、丑の日には「う」の

つくものがよいとする江戸時代の宣伝が始まりだそ

うで、豊かな滋養は夏ばてに効きますから、「年越

しの蒲焼き」より理にかなうというところですか。

　国産の鰻は今年もお高いようで、東京の店頭では、

立派な蒲焼きだと１尾２千円近いそうです。稚魚の

不漁で、主産地の養殖量が減ったためということで

す。 

　そこで高値にも促され、卵から育てる研究が熱を

帯びています。東大などのチームは今月10日、太平

洋マリアナ諸島沖で採取した147個の卵を報道関係

者に公開しました。世界初の採取となった2年前の5

倍の量で、研究に弾みがつきそうです。

東大総合研究博物館の「鰻博覧会」で、その卵が公

開されています。小さなガラス容器の底に、透明な

皮膜に包まれたビーズが輝いているように見えるそ

うです。

　日本鰻は、生息する川から、近年分かったマリア

ナ諸島西方沖の海に戻り産卵、孵化した稚魚は、半

年ほどで海流に乗って東南アジアに戻り、その何割

かが日本の川を上ります。その他は、韓国・台湾・

中国にも渡ります。ですから、皆さん国産の鰻にこ

だわっていますが、元は同じ生まれ故郷の品種なの

です。

日本では、養殖の為まだ海に居る稚魚を大量に採っ

ています。稚魚の不漁はこのように稚魚を乱獲して

きた人間の責任であります。

　天然の稚魚を守る決め手が、人工孵化の鰻に産卵

させる完全養殖です。実現は早くて５年先とされて

いますが、繁殖の輪がつながれば、食卓に泳ぎ着く

数も増します。この魚とは、細くてもいいから長く

付き合いたいものですね。

　

7月のプログラム

956回 12:30

7月28日(木)

ブケ東海　4委員会委員長の抱負

8月のプログラム

957回 12:30

8月04日(木)

ブケ東海　前年度事業・決算報告

958回 12:30

8月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラム

（例会場の移転） 移動例会

959回 18:30

8月18日(木)

あげつち会館

   　　 （懇親会:沼津東急ホテル）

納涼例会　夜間例会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター

　なし

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

955 回 22名 16名  - 72.73%

953 回 22名 19名  2名 95.45%

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 植松　正

◆◆第955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(6名)

  伊縫文哉、名古良輔、大村保二、大竹　学、

　鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者　

　大村保二(7/22　沼津RC)

　鈴木良則、鈴木博行（7/23　米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.久松　但：1年間、ご協力ありがとうございました。

2.久松　但：ゴルフコンペ。オネスト、ありがとうご

　ざいました。

3.重光　純：今年度、初参加です。よろしくお願いし

　ます。

4.重光　純：昨年度は、お世話になりました。

5.杉山真一：ゴルフコンペ。初めて、勝たせていただ

　きました。

6.宮島賢次：久松会長、重光幹事、お疲れ様でした。

　私も早く一年が過ぎればと思います。

7.杉山真一：久松さん、重光さん、一年間ご苦労様で

　した。

8.尾島康夫：久松さん、重光さん、一年間、ご苦労様

　でした。

9.鈴木泰次：会長、幹事、1年間宜しくお願いします。

10.本村文一：久松会長、重光幹事、一年間、ご苦労様

　でした。

11.宮口雅仁：会長、幹事、1年間、お疲れ様でした。

12.芹澤貞治：前年度、会長、幹事、ご苦労様でした。

　今夜は、ゆっくり心行くまで楽しんで下さい。

13.鈴木博行：一年間、ごくろうさんでした。

14.井上武雄：久松前会長、重光前幹事、ご苦労様でご

　ざいました。

15.植松　正：久松会長、重光幹事、一年間、ご苦労様

　でした。

16.栗原侑男：久松さん、重光さん、お疲れ様でした。

17.杉山壽章：久松会長、重光幹事、一年間、ご苦労様。

18.芹澤和子：久松前会長、重光前幹事、一年間、ごく

  ろうさまでした。

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

 8月15日（月）　特別休会

②沼津北ロータリークラブ

 8月16日（火）　　裁量休会

③吉原ロータリークラブ

 7月28日（木）　期首懇親会　18：00　於：松葉楼

 MUはホワイトパレスフロント　11：30～12：30

 8月11日（木）　特別休会　MUは行いません。

2.連絡事項

①8月4日のクラブ協議会（前年度事業・決算報告）

  の原稿を、本日中に幹事か事務局に、ご提出くだ

  さい。年品

②8月18日（木）の納涼例会の出欠席をご記入くだ

  さい。

前年度会長・幹事慰労会

　今年度の会長・幹事慰労会は、井上武雄君の司会

のもと、栗原侑男君の開会挨拶、本村文一君の乾杯

で始まりました。

　続いて、宮島会長より、久松前会長、重光前幹事

にそれぞれ記念品が贈呈され、その後は美味しい料

理やお酒を堪能、カラオケ大会で大いに盛り上がり、

杉山壽章君の挨拶で閉会となりました。
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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
　 Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp
HP http://www.geocities.co.jp/numazuwestrc/

2011～2012年度

第 21巻 4号

2011年 7月 27日

心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に心 の 中 を 見 つ め よ う  博 愛 を ひ ろ げ る た め に

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 ●

元気で魅力あるクラブにしよう

■■　本日のプログラム　■■

4委員会委員長の抱負

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

　自治体の夏祭りが各地で始まり、沼津の夏祭り

も今週の土日と迫っています。今年は当クラブで

も協賛金を送った沼津商工会議所青年部主催の東

日本大震災被災地児童招待事業が有り、大船渡市

の小学6年生210人が修学旅行の一部として花火大

会を見学に来ます。　　

　狩野川花火大会は、太平洋戦争で焼け野原と

なった沼津の中心市街地に元気を取り戻すべく、

地元の商店主ら有志によって行われたという戦災

復興のシンボル的花火大会です。沼津が花火を通

じて元気になったように、被災地の子供達にも是

非沼津の花火を見せて元気になってもらいたいと

思います。

　被災地の児童を招待する事業は、他に国内はも

ちろん海外の国からも来ています。その中で台湾

からは、大震災後早々に義捐金として110億円以

上のお金を頂きましたが、6月28日に台湾観光訪

日代表団が来日し、東京都内で会見を開催。台湾

観光局・頼瑟(らいそ)珍(ちん)局長が、「東日本

大震災の被害に遭った岩手・宮城・福島、東北3

県の被災者のみなさまに、“台湾希望の旅”をプ

レゼントし、1000人を無料招待します」と発表し

ました。「加えて台湾人には、日本に観光に行く

ようにと呼びかけています。台湾は、日本の観光

復旧に貢献したい」と伝えたとのことです。実際

一昨日の26日第一陣として14名の被災者が台湾に

到着しました。台湾観光局では、今回とこれから

招かれるであろう被災児童には、台湾で12年前に

起こった大地震の被災地の復興状況を見てもらい、

東北も必ずこの様に復興出来ると勇気付けたいと

考えているそうです。

　また、台湾以外では1999年に大地震があったト

ルコでも、その時の日本の救援活動に対しての恩

返しという事で、宮城県から被災児童を招くそう

です。トルコについては100年以上前の和歌山沖

のツルツール号の遭難以来、テヘラン事件の日本

人救出など日本人とトルコ人の心の繋がり、絆は

深くて長いのです。

　この様に、未曾有の震災が原因ではありますが、

人と人、国と国の繋がりや絆の大切さに改めて考

えさせられました。ロータリーが世界的な団体で、

国際理解を得易い場に自分が居られる事に感謝し

ます。

　

8月のプログラム

957回 12:30

8月04日(木)

ブケ東海　前年度事業・決算報告

958回 12:30

8月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブフォーラム

（例会場の移転） 移動例会

959回 18:30

8月18日(木)

あげつち会館

       （ 懇親会:沼津東急ホテル）

納涼例会　夜間例会

960回 12:30

8月25日(木)

ブケ東海　クラブフォーラム（会員

増強・維持）

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 植松　正

◆◆第956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

●ゲスト

1.田村治義様：ニューウエルサンピア沼津総支配人

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

956 回 22名 14名  - 63.64%

954 回 22名 18名  2名 90.91%

●欠席者(8名)

  伊縫文哉、宮口雅仁、成田みちよ、大村保二、

  大竹　学、芹澤貞治、鈴木良則、渡邉亀一

●他クラブへの出席者　

　宮島賢次、名古良輔（7/16 地区Ｒ財団セミナー)

　杉山壽章、杉山真一（7/28　吉原RC）

  渡邉亀一（7/27　富士RC）

●スマイル報告

1.本村文一：田村さん、ようこそいらっしゃいまし

　た。

2.尾島康夫：入会記念日のお祝いありがとうござい

　ます。

3.植松　正：出席表彰ありがとうございます。

4.宮島賢次：ホーム100%表彰頂きました。ありがと

　うございました。

5.杉山真一：本日は、4委員長のみなさま、宜しく

　お願いします。

6.重光　純：出席表彰ありがとうございます。

7.栗原侑男：出席表彰ありがとうございます。

8.鈴木博行：出席表彰ありがとうございます。

9.芹澤和子：バッジを忘れました。

10.杉山真一：100%出席表彰頂きました。ありがと

　うございました。

11.久松　但：出席表彰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新富士ロータリークラブ

　8月02日（火）夜間納涼例会：グリーンホテル

　8月16日（火）特別休会

2.連絡事項

①8月18日（木）の納涼例会の出欠席をご記入くだ

  さい。

卓話～４委員会委員長の抱負

クラブ広報委員長　尾島 康夫君

　今年度のクラブ広報委員会は、委員長の尾島の他、

重光さん、植松さん、鈴木泰次さん、本村さん、成

田さんの6名で構成されています。主な仕事は、毎

週発行する週報の編集作業と毎月ロータリーの友の

内容の紹介及びその他広報活動といったところで例

年の活動と同様な内容です。週報の編集は、各メン

バーのスピード感ある対応で木曜日の例会の後、金

曜日には川口さんが原版を UPし、土曜日にはチェッ

クがほぼ済み、日曜日には編集がほぼ終了している

状態です。

　個人的に土日は、編集の時間がとれますが、月曜

日以降はなかなか時間が取りづらいので、メンバー

の協力の元このペースをぜひ続けて行きたいと思い

ます。　編集で問題になるのは、原稿を提出して頂

く方からの提出が遅れると編集作業も遅れるので原

稿を提出される方は期限を守るようにお願いします。

　最近、仕事の合間で例会へ出席するための時間を

作るのが厳しくなっています、自分にできる範囲で

努めたいと思います。

        　会員増強維持委員長　久松　但君

　西クラブでは、最近 2年間会員の増加がありませ

ん。転勤等による2名の交代はあったのみです。

　今年度は例会場の変更もあり、ブケ東海の大竹学

君の退会も予想されます。
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宮島会長は、今年度の会員増強を純増 2名としてい

ますので、場合によっては3名の増加が必要かもし

れません。

職業分類のうち未充填分野を増強していきたいと思

いますが、現在 5名まで OKですので、何とか開拓を

していきたいと思います。

　また、皆様のご協力も必要となりますので、よろ

しくお願いします。

奉仕プロジェクト委員長　植松　正君

　奉仕プロジェクト委員会は、五大奉仕のうちクラ

ブ奉仕を除く四大奉仕（職業、社会、職業、新世代

）を担う委員会ですが、当クラブは少人数でかつイ

ンターアクトクラブを抱えているため、活動内容に

は自ずと限界があります。このため、次の2点に重

点をおいて活動していきたいと考えます。

　1つ目は、社会奉仕活動の継続と充実です。具体

的には11月の「鯉の放流事業」と4月の「千本浜遊

歩道の清掃作業」においてより多くの参加者を募り、

内容の充実を図りたいと思っています。2つ目は、

IAC会員の資質の向上と会員同士の交流を図ること

です。井上IAC委員長を中心に、IAC関連や当クラブ

開催行事への多数参加を通じ、新世代奉仕について、

今後の方向性を検討していきたいと思います。

　その他、東日本大震災復興支援の関連として、当

委員会として必要な場面があれば積極的に関わって

いきたいとも考えています。

ロータリー財団委員長　名古 良輔君

　2017年に創立100周年を迎えるロータリー財団は、

ロータリー活動のエンジンです。管理委員会は、第

二世紀に向けて新しい計画を策定中です。2013年7

月からは、この未来の夢計画へ移行します。

　今年度の地区目標、一人　100 US$/Y 、一名以上

の恒久基金 1,000 US$ 寄付（ベネファクター）、

ポリオプラスチャレンジへ一人  23 US$/Y　の目標

を達成しましょう。

　3年度前の地区寄付額の半額、約18万ドル強が本

年度地区財団活動資金となります。有効活用を心が

けましょう。また国際親善奨学生、GSEメンバーな

どで構成される「山静学友会」は現在495名のメン

バーを数えます。卓話などで、ぜひその体験談など

を聞いてみましょう。

　今年度も目標達成に、皆様のご協力をお願い申し

上げます。

編集後記

　1年半ぶりに週報の編集を担当し、今月は何とか

無事に終了できそうです。

　尾島委員長の卓話にありましたように、卓話の原

稿提出が早いと週末のうちに校正・編集作業を終え

られます。ちなみに、この原稿も金曜日に執筆して

います。

　日常業務も同じかもしれませんが、自分の担当だ

けでなく、それ以降に携わる人達のことを考え行動

したいものです。　　　　　　（文責　植松　正）

　




