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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 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 25号

2012年 1月 12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　■■

会員今年の抱負　鈴木良則君・渡邉亀一君

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

  明けましておめでとうございます。

　今年は28年に一度の日曜日から始まる閏年で、壬

辰（みずのえたつ）の年です。辰年は縁起の良い年

といわれ「昇り竜」といって、竜は天に昇るとされ

ていることから、願いを込めて「上昇の年」になる

と言う人もいます。ちなみに、中国から「竜」が伝

わる前、日本で「タツ」というと、竜巻のことを指

していたようです。数多くの論文を残した博物学者

の南方熊楠が、大正時代に執筆した「十二支考」の

中でそう記しています。どちらも空に向かって上る

ものですから上昇機運という事にしましょう。

  これまでの辰年は、日本では、新幹線開通と東京

五輪開催（1964年）、青函トンネルや瀬戸大橋の開

通（1988年）など、大規模プロジェクトの完成が目

立つのも特徴です。今年も、すでに新名所として話

題を呼んでいる東京スカイツリーが５月に開業しま

す。縁起をかつぐ株の世界でも期待が高まっていま

す。過去の記録を見ると株式のアノマリーでは、辰

年は、十二支中最大の上昇率の年回りとのことです

(1949年以降平均で27.2%/年の上昇)。ただ前回の辰

年、2000年には大幅に下がっているので要注意です。

  海外では、昨年亡くなったスティーブ・ジョブズ

氏が仲間と一緒にアップル社を設立したのも辰年

（1976年）でした。

また今年は、米国やロシア、韓国などでは大統領選

があります。米国の大統領選の年は、ドル高円安に

なりやすく、株式は上昇することが多いとされてい

ます。あるエコノミストのHPでも政局の不安定等リ

スク要素もあるものの年度が替わる頃から景気浮揚

条件が整い始める予想でした。

  明るい話だけ述べましたが、私はプラス思考に努

めていますので、壬辰の年が良い年になることを

願って今年のスタートとしたいと思います。後半の

半年もご協力の程お願い致します。

1月のプログラム

978回 18:30

1月19日(木)

ニューウェルサンピア沼津　

新年会（クラブ運営委員会）

979回 12:30

1月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会（上

期活動報告）宮島会長　杉山幹事

2月のプログラム

980回 13:30

2月04日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

静岡第3分区IM

981回 12:30

2月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ指導

者講習会報告　井上武雄君

982回 18:30

2月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ　田村治義君

983回 18:30

2月20日(月)

FDIﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

2クラブ合同例会　沼津柿田川RC

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.影山桓義様：沼津北RC

2.横山貞治様：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

977 回 21名 20名  - 95.24%

975 回 21名 14名  1名 71.43%

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977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(1名)

  成田みちよ

●スマイル報告

1.影山桓義様（沼津北RC）：宜しくお願いします。

2.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます。 

  今年も、宜しくお願いします。

3.栗原侑男：妻の誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

4.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

5.本村文一：新会員、田村治義君を宜しくお願いし

　ます。

6.重光　純：鈴木良則さん、渡邉亀一さん、本日の

　卓話、宜しくお願い致します。

7.鈴木泰次：本年も、宜しくお願いします。

8.杉山真一：明けまして、おめでとうございます。

　今年も宜しくお願いします。

9.栗原侑男：新年おめでとうございます。

10.名古良輔：今年も、一年宜しくお願いします。

11.鈴木博行：新年あけまして、おめでとうございます。

12.久松　但：新年あけまして、おめでとうございます。

13.渡邉亀一：明けまして、おめでとう御座います。

14.井上武雄：新年あけまして、おめでとうございます。

15.本村文一：明けまして、おめでとうございます。

　今年も、宜しくお願いします。

16.宮島賢次：明けまして、おめでとうございます。

　今年も、宜しくお願いします。

17.鈴木良則：新年あけまして、おめでとうございます。

　本年も、宜しくお願いします。

18.伊縫文哉：本年も、宜しくお願いします。

19.尾島康夫：明けまして、おめでとうございます。

　今年も、宜しくお願いします。

20.重光　純：新年あけまして、おめでとうございます。

21.クリスマス例会ニ次会参加者：クリスマス例会

　ニ次会の残金です。

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

　1月20日(金）→22日(日)　ローターアクト創立、

　総会点鐘3時、閉会4時　

②沼津北ロータリークラブ

　1月24日(火)　夜間例会（新年会）

　2月07日(火)→04日(土)静岡第3分区IMに振替

③吉原ロータリークラブ

　2月02日(木)→04日(土)静岡第3分区IMに振替

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1月19日は、新年会です。

③1月26日の上期活動報告の原稿を、本日中に、幹

　事か事務局に、ご提出ください。

卓　　話

傘寿を迎えて。

鈴木良則君

　現在、数えの80歳で傘

寿と云うことで卓話の機

会を頂きました。昭和7年

(1932)6月20日生まれと云う事になっています。

　この昭和7年の2月に広島RC、12月に札幌RCが誕生

しています。私が1歳の年、(1933)第6回年次大会が

名古屋で開かれ、ロータリー列車で伊勢神宮を参拝

したり、放送局からロータリーの記念講演がラジオ

放送されたり、社会の注意を引いていたようです。

　その後日本は、支那事変、満州事変を経て満州国

を建国し、昭和15年(1940)には各政党が解散し1国1

党論の軍国主義となっていきました。

1921年に東京に出来たロータリーは国内事情により

1940年にRIから脱退することになりました。私が尋

常小学校、2年生の年でした。　

　そして、遂に昭和16年(1941)12月8日、英米に対

し宣戦布告し大東亜戦争が勃発した。4年半後、昭

和20年(1945)8月15日に敗戦。私は、旧制中学1年生

で焼け野原になった沼津市内の焼け跡の片付けや清

掃作業に駆り出され、殆ど勉強することはありませ

んでした。

　日本のロータリーが復活したのが戦後の昭和24年

(1949)3月23日先ず東京ロータリーが復活しました。

その時私は新制高校1年生でした。戦後の日本の経

済成長はご存じように驚異的な発展でありました。

　それから約40年後、私は沼津西ロータリーの創立

に合わせへ入会しました。1991年6月25日の登録で、

年齢は59歳でありました。初代会長、森延敏さん、

幹事、鈴木博行さん、私は副幹事でした。時のガバ

ナーは、静岡ロータリークラブの大石益光さん(静

岡新聞社主)であり、都合により連続2期目を勤めて

おられました。

　あれから20年、アッという間のロータリー人生で
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した。今の私は、当クラブにおきましては最長老と

なりましたが、光陰矢の如しと云いますが、まさに、

日々の時間の流れの速さを痛感しています。これか

ら残された人生の日々の行動は、自己の健康管理に

努め、人様にご迷惑を掛けないように、また、人に

喜ばれるような生活を心がけながら楽しんで参りた

いと考えています。今後ともどうぞ宜しくお願いし

ます。

新年によせて　

渡邉亀一君

　相場格言に、辰巳天井、

午尻下がる、そして卯は

跳ねるといわれています。しかし昨年は、跳ねる所

か奈落のそこに突き落とされたような震災に見舞わ

れました。

　また、相場格言と反対に、エトの辛卯（かのとう

）には、自然災害が非常に多いとも云われておりま

す。辛卯は60年サイクルで回って来る訳ですが、歴

史を遡ってみますと、60年前の1951年（昭和26年）

には伊豆三原山が大爆発を起こしました、その前が

1891年（明治24年）濃尾地震、死者行方不明7200人

余名が記録されています、1831年（天保2年）には

京都大地震が起きています、このほかにも濃尾地震

後の卯年または、その前後に大きな地震が起きてい

ます。このサイクルを科学的に証明出来るものはあ

りません、アノマリー（説明のつかない不思議な出

来事）です。

　「知者は歴史に学び愚者は経験に学ぶ」相場の先

生と言われる方の格言です。知者は過去の歴史を尊

重して行動を、愚者は起きてみなければ気がつかな

い。昨年の大震災も過去に、その大津波の痕跡があ

ったにも拘らず、見逃してしまった、それが原発で

あったとするならば、嘆かわしい限りであります。

　 

理事会報告

1.協議事項

①１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

②沼津柿田川RCとの2クラブ合同例会について

  日時　2月13日（月）18:30～21:00　

　場所　ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6F

  会費（会員負担額）4,000円

　ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ　沼津柿田川RC

③東日本大震災復興支援義援金送金のお願い

　12月クリスマス例会時の寄付金　33,000円　及び

　412人×200円＝82,400円

　（7月から12月末までの移動例会を含む上期の例

　会の出席者人数×食事代予算実費差額）の合計額

　115,400円を送金するものとする。

2.その他

①1,000回の記念例会について

　2月定例理事会において、クラブ管理運営委員会

　が例会プログラムを提案する。

②例会時の出席者数の確認について

　例会場であるﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津より、例会時の食

　事数についての事前報告の要請があったため、例

　会前日までに出席確認をすることとした。

新会員紹介

 会員氏名　 田村治義 君

 職業分類 　ホテル

 事業所名　　(有)ワールドプロジェクト

           　ニューウェルサンピア沼津

 事業所での地位  総支配人

 事業所所在地 〒410-0301　沼津市宮本80-27 

 事業所電話  055-922-5555  

 事業所FAX  055-922-9610

 推薦者    　 本村文一 君

井上（④）＋１ 伊縫（　３　） 宮島（　④　） 本村（　３　）

名古（　④　）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

久松(３，１) 栗原（　④　) 宮口(　３　)

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

重光(３，１) 杉山真(　④　) 杉山壽(　０　) 鈴木博(④)＋１ 鈴木泰(　④　) 鈴木良(　１　) 植松(　④　)

渡辺(３，１)

例会出席％　75.00　% 地区報告％　78.57　%

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：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 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 26号

2012年 1月 19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　■■

新年会　クラブ管理運営委員会

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

　「奉仕」と「親睦」はロータリーの両輪といわ

れます。1906年シカゴRCでは最初の「綱領」（ク

ラブの目的）として定められたのが、第1：本ク

ラブ会員の事業の利益の増大。第2：通常社交ク

ラブに付随する親睦及びその他の特に必要と思惟

する事項の推進。です。

　会員間の相互扶助による会員の利益と社交クラ

ブとしての親睦が謳われていますが、それだけで

は、クラブの存在意義がないという声に応じて、

2年後に第3：シカゴの最大の利益の推進、及び市

民の誇りと忠誠とを市民の間に拡めること。が追

加されました。

　地域社会に対する貢献、公共への奉仕を謳った

この第3項の追加によって、ロータリー・クラブ

の活動の方向性が定まりました。類似の社交クラ

ブのほとんどが歴史の流れの中で消滅していきま

したが、ロータリーは、この方向性を実践の中で

深化・洗練させることで世界中に発展してゆくこ

とになります。これが社会奉仕部門の始まりでし

た。

　「親睦か 奉仕か」先に照会した時代、創立し

て2～3年でロータリーの最初の危機が訪れます。

シカゴRC内で、会員同士の親睦や金銭的な相互扶

助を優先させようとする「親睦・互恵派」と、精

神的な仲間意識を大切にし、対外的な奉仕活動を

積極的に行っていこうとする「奉仕・拡大派」の

対立が起こります。創始者のポール・ハリスやア

ーサー・シェルドンは、「奉仕・拡大派」でした

が、クラブ内では少数派でした。ロータリーの例

会の中で歌を歌う（ロータリー・ソング）習慣は、

このシカゴRC内の路線対立でぎすぎすした雰囲気

を和らげようと、シカゴRC5人目の会員ハリー・

ラグルスが呼びかけて当時の流行歌をみんなで

歌ったのが始まりとされています。

　ロータリーを理解する為の話はこれぐらいにし

て、今晩は新年会です。今日は「親睦」が一番大

事と思って楽しみたいと思います。

1月のプログラム

979回 12:30

1月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会（上

期活動報告）宮島会長　杉山幹事

2月のプログラム

980回 13:30

2月04日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

静岡第3分区IM

981回 12:30

2月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ指導

者講習会報告　井上武雄君

982回 18:30

2月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ　田村治義君

983回 18:30

2月20日(月)

FDIﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

2クラブ合同例会　沼津柿田川RC

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

978 回 21名 16名  - 76.19%

976 回 21名 16名  0名 76.19%

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978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)

  伊縫文哉、宮口雅仁、成田みちよ、尾島康夫、

  鈴木良則

●スマイル報告

1.田村治義：妻の誕生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沼津柿田川ロータリークラブ

　1月23日（月）　夜間例会（新年会の為）

　1月30日（月）→2月4日(土)第3分区IM

　メークアップ受付は23日(月)・30日(月)のみ。

  11:30～12:30

2.連絡事項

①帰りのバスは、新年会終了後、片浜駅経由沼津駅

  です。

新　年　会 

開会の挨拶は

大村保二君

久松　但君に

よる乾杯

新会員田村君も初めて参加の懇親会

カラオケ大会で大いに盛り上がりました

閉会の挨拶は

名古良輔君
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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（上期活動報告）

　　　　　　　　　　　　　宮島賢次 会長 

「理念提唱か 奉仕の実践か」

　ロータリーの第2の危機は、1915～1923年頃の

奉仕理念を提唱・奨励していくことを主にするか、

実際に困っている人たちへの奉仕を積極的に行っ

てゆくか、という路線対立でした。

　　

　理念提唱派は、自らの職業で利益を適正に配分

し、業界の職業倫理を高揚し、自己研鑽に励み、

奉仕活動は個人の立場で行うべきだ、と主張しま

す。

　一方、奉仕実践派は、社会的弱者に対する人道

的奉仕を実践すべきだ、そのためには、金銭的な

援助やRC の団体としての活動も積極的に行って

いこう、と主張します。当時は、身体障害児への

援助に熱心に取り組むクラブも多く、世間ではRC

は身体障害児援助専門の団体と思われていたこと

もあったそうです。身体障害児対策に傾注しすぎ

て資金的に行き詰るクラブも出てきました。この

路線対立で、ロータリーは分裂の危機を迎えます。

そんな中、1923年セントルイス国際大会で決議さ

れたのが、6条からなる奉仕理念と奉仕実践の調

和を図り、理念提唱か奉仕の実践かという路線対

立を解消するものでした。

　その中の第1条は、ロータリーの基本となる人

生哲学を詠っています。この哲学は皆さんご存じ

の、奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、これは、

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と

いう実践的な倫理原則に基づくものであります。

　今日は先週に続いてロータリー理解に因んだお

話をしましたが、1947年1月27日が、ロータリー

の創始者ポール・ハリスの命日であることから、

RI理事会は1988年1月から「ロータリー理解推進

月間」を指定しました。会員にロータリーについ

て一層知識と理解を深めてもらい、同時に一般市

民にもロータリーを知って貰う為のプログラムを

実施する月間です。 

　また1989年の理事会で、1月27日を含む1週間を

物故ロータリーアンの冥福を祈り、生前の貢献を

記念して「追悼記念週間」と指定しました。これ

に相応しい行事を行うように奨励されています。

初代会長の森延敏さんを偲びます。

2月のプログラム

980回 13:30

2月04日(土)

沼津ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

静岡第3分区IM

981回 12:30

2月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ指導

者講習会報告　井上武雄君

982回 18:30

2月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津

ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ　田村治義君

983回 18:30

2月20日(月)

FDIﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

2クラブ合同例会　沼津柿田川RC

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979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

●ビジター

1.若林庸道様：沼津北RC

2.荻田勝雄様：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

979 回 21名 20名  - 95.24%

977 回 21名 20名  0名 95.24%

●欠席者(1名)

  成田みちよ

●スマイル報告

1.植松　正：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.宮口雅仁：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.井上武雄：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

  ます。

4.宮島賢次：入会記念日のお祝いありがとうござい

  ます。

5.伊縫文哉：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。

6.重光　純：所用につき、早退させていただきます。

7.大村保二：所用につき、早退させていただきます。

8.久松　但：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

　2月2日(木)→4日(土)　静岡第3分区IM

　Muはホワイトパレスフロントにて、11：30～12：

  30です。

②新富士ロータリークラブ

　2月07日（火）→4日(土)　静岡第3分区IM

　2月28日（火）→26日(日）施設訪問（蕎麦打ち）

2.連絡事項

①次週2月4日（土）は、沼津リバーサイドホテル（

  旧沼津東急ホテル）に於いて、IMで、13:00登録

  ・受付、13:30開会点鐘です。お間違えないよう 

　に、お越しください。

②2月のロータリーレートは、1ドル＝78円です。

クラブ協議会 

　　　　　上期活動報告　　　幹事　杉山真一　

　本日のクラブ協議会は、前回、昨年12月15日に行

われた下期活動計画の時とは異なり皆様にご協力を

いただき各委員長出席多数の中、本年度上期におけ

る各委員会の活動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口雅仁委員長、クラブ

広報委員会の尾島康夫委員長、会員増強維持委員会

の芹沢貞治副委員長、奉仕プロジェクト委員会の植

松正委員長、ロータリー財団委員会の名古良輔委員

長、SAAの鈴木泰次委員長から、各委員会の上期の

活動に関する報告がなされ、最後に会計の芹澤和子

さんより中間決算報告がなされ、質疑応答のあと会

長の所見を述べていただきました。

　今回のクラブ協議会は、各委員長の出席多数で行

われたため円滑に行うことができました。

皆様、上期はお疲れ様でした。下期も引き続きご協

力宜しくお願致します。

宮島会長による議事進行

委員長報告を聞き入る会員諸氏




