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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 37号

2012年 4月 5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　■■

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（1000回記念例会について）

　 
宮島賢次 会長 

 

　2011～12年度も残り3ヶ月になりました。今年度

の会員増強は純増2名の目標を立てましたが、まだ

プラスマイナス0の状態です。昨年も同じくプラス

マイナス0でした。

　3月のガバナー月信に笠井永郷会員増強・維持委

員長の「いやな予感が」という見出しの付いた中間

報告が掲載されていました。12月末の増強速報で純

増89名、しかし退会者が83名もいたそうです。

 

「いやな予感がします。例年これから退会者は増加

してゆき、年度末の６月に最大退会者となり、純減

となってしまっています。

 あと半年、会員の皆様におかれましては、一層の

ご努力をいただき、会員拡大にご尽力下さい。それ

にもまして有効なのは退会防止です。

 どうか各クラブ様は増強フォーラムを今一度開か

れ、増強の認知と啓蒙に努めてください」というこ

とで、転勤などもあって仕方ない場合もあるのです

が、例年6月末に急に減となることが多いです。

　前半が終わって増員は出来てはいるものの、後半

の退会防止に力を入れて下さい。ということですが、

当クラブを振りかえるとまだ増員がありません。近

隣の沼津北クラブは純増5名。沼津柿田川クラブは、

昨年末に2名減になりましたが、もうすぐ1名入会す

るそうで、あと3名入会させると頑張っていました。

　

 この様に他クラブでは活発に新会員候補の掘り起

こしをされています。これは増強委員長だけではな

く会員全員の協力による活動によるものだそうです。

 今一度全員で取組み積極的に勧誘をする必要があ

ると思います。誰でも良いわけではなくロータリア

ンに相応しい近くの候補者を探し、会長・幹事・増

強委員長を含め多数で候補者宅に押し掛ける位して

も良いかと思います。

 そして、入会者に対して正確なロータリー情報を

提供し、会員全員で温かく迎え仲間意識を早く持っ

ていただき、維持に繋げればと考えます。

4月のプログラム

990回12:30

4月12日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　広報委員会委任、

理事会

991回18:30 

4月19日(木)　

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話　芹澤和

子君、夜間例会

992回 12:30

4月26日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 

登録会員

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①ございません。

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。

②8日(日)の千本浜清掃は、10時に㈱栗原自動車、

  集合です。

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 鈴木泰次

◆◆第989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

989 回 22名 21名  - 95.45%

987 回 22名 22名  0名 100%

●欠席者(1名)

  鈴木泰次

●他クラブへの出席者　

  井上武雄（4/3　沼津北RC）　

●スマイル報告

1.伊東哲夫様(沼津北RC):会場変更後、初めて、訪

  問します。

2.鈴木博行：妻の葬儀に、ご会葬いただき、大変あ

  りがとうございました。

3.久松　但：ポールハリスフェロー、ありがとうご

  ざいます。

4.重光　純：ベネファクター、ありがとうございま

  す。

5.尾島康夫：誕生日のお祝いありがとうございます。

  妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

6.重光　純：誕生日のお祝いありがとうございます。

7.本村文一：妻の誕生日のお祝いありがとうござい 

  ます。

8.鈴木良則：7日（土）満開が見込まれる白隠さく

  ら祭りにお出かけ下さい。

9.杉山真一：所用につき、早退させていただきます。

クラブフォーラム

テーマ：1000 回記念例会について

宮口実行委員長

●祝賀会（案）

　通常例会（18時点鐘）終了後より開始

【プログラム】

・開会挨拶

・来賓挨拶

・乾杯

・アトラクション

　1部：お座敷太鼓もち（約 40分)

　2部：バイオリン＆ピアノ 2名（約 40分）

・手に手つないで

・閉会の挨拶

※アトラクション以外に OBからの挨拶も追加検討

【招待者・参加人数】

・沼津・沼津北・沼津柿田川各クラブの会長＆幹事

・沼津西OB

　予定人数 40名

【その他】

・会は着席とし1テーブル 7名着席の6テーブルを

　予定

・当日宿泊希望者は、ニューウェルサンピア沼津に

　て1人 6,000円（1泊 2日朝食付き）で対応

・翌 7月 1日にゴルフコンペ開催（朝 9時スタート

　予定）を検討（希望者のみ）

【実行委員会組織図】　

・実行委員長　宮口

・副委員長　本村

・総務　　重光、渡辺

・受付　　芹沢（和）、成田、伊縫

・祝賀会　芹沢（貞）、井上、田村（会場担当）

祝賀会（案）について討議する会員諸氏

  

ポール・ハリスフェロー、ベネファクター受章

久松前年度会長（ポール・ハリスフェロー）

重光前年度幹事（ベネファクター）
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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 38号

2012年 4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　■■

外部卓話　地区広報IT推進委員長　前田 守様

　 
宮島賢次 会長 

  

  5年前に「国民投票法案」の成立に合わせるかた

ちで、選挙権取得の年齢と成人年齢を「18歳に引き

下げ」ようという気運が高まりました。しかし、国

民投票法では投票権が18歳になりましたが、選挙権

及び成人年齢は未だにそのまま20歳です。

　法制審議会においても平成21年の報告書の中で

「成人年齢は18歳以上が適当」と結論づけた経緯が

あります。

　衆院憲法審査会は今年に入って選挙権年齢と成人

年齢の20歳から18歳への引き下げについて政府側か

ら聴取した結果、総務省と法務省との間で見解の相

違が出ました。

　総務省は、多くの国が両年齢を統一していること

などを理由に同時に引き下げるのが必要だと指摘。

法務省は、成人年齢を引き下げると消費者トラブル

が増加する懸念があるなどとして選挙権年齢を先行

して引き下げるべきだと主張したそうです。

　海外では18歳を成人年齢とする国が141カ国上り

ますが、国によっては面白い違いがあります。韓国

は19歳で選挙権取得、となっています。ブラジルは

16歳になると選挙権を取得し、19歳から69歳までは

投票が国民の義務となっています。

　また、アメリカでは選挙権が18歳、ということは

高校生もたくさんいるわけで、議員や大統領候補な

どは高校に行って演説することもよくあるそうです。

　日本では「20歳成年制」を最初に採用したのは明

治9年である1876年です。当時の欧米諸国は、多く

が「21歳成年制」を採用していました。またラテン

アメリカ諸国では「25歳成年制」が多くありました。

　日本の「20歳成年制」は、ほかの国にくらべると

若かったのです。しかし、1960年代末になって欧米

諸国に有権者年齢の引き下げが始まりました。日本

はそれに乗り遅れた感があります。

　身体の成長も早くなっていますし、早く自立心を

持たせる意味でも選挙権と成人年齢は下げるべきだ

と思います。それ以上に今の大人も大人らしくなら

なければいけない様にも思いますが。

４月のプログラム

991回18:30 

4月19日(木)　

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話　芹澤

和子君　　夜間例会

992回 12:30

4月26日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 

登録会員

5月のプログラム

5月 3日（木） 　　　　祝日休会

993回12:30 

5月10日(木)　

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 

久松但 君　　理事会　

994回 16:30

5月19日(土) 

沼津リバーサイドホテル　　　4クラブ

合同例会　　曜日場所変更

995回12:30

5月24日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期

末訪問　　伊藤哲夫ガバナー補佐

996回12:30 

5月31日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブフォーラム 

(1000記念例会について)

クラブ管理運営委員会

●ゲスト

1.前田　守様：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 鈴木泰次

◆◆第990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

●ビジター

1.千葉慎二様：三島西RC

2.影島山弘様：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

990回 22名 20名  - 90.91%

988回 22名 22名  - 100%

●欠席者(5名)

　大村保二、芹澤和子、杉山壽章、鈴木良則 

　成田みちよ

●他クラブへの出席者　

  井上武雄（4/3　沼津北RC）

  久松　但、井上武雄、伊縫文哉、栗原侑男、

  宮島賢次、宮口雅仁、芹澤貞治、芹澤和子、

  重光　純、杉山真一、杉山壽章、田村治義、

  植松　正、渡邉亀一（4/8　千本浜遊歩道清掃）

●スマイル報告

1.前田　守様(沼津柿田川RC)：宜しくお願いします。

2.鈴木良則：4月28日(土)、米山梅吉記念館春季例

  祭があります。ご参加をお待ちしております。

3.尾島康夫：沼津柿田川RC前田様、本日は、宜しく

  お願いします。

4.重光　純：前田様、卓話宜しくお願い致します。

5.杉山真一：前田様、本日は卓話宜しくお願いしま

  す。

6.本村文一：所用につき、早退させていただきます。

7.1000回記念例会実行委員会：1000回記念例会実行

  委員会、小委員会残金です。

8.A・Bテーブル：A・B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ございません。

2.連絡事項

①8日の千本浜遊歩道の清掃に参加の皆様、ご協力 

　ありがとうございました

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。

外　部　卓　話

　

　地区広報・

　　　ＩＴ推進委員長 

　　　　　前田　守様

　

　昨年度、ITを活用した広報活動に力を入れるよう

RIの長期計画が打ち出されました。

地区広報・IT推進委員会は、「公共イメージと認知

度の向上」達成に向け、微力ながら取り組んでいま

す。

◎地区ホームページの紹介

　地区ホームページの簡単な仕組みを説明させて頂

きますと、ホームページはCMS（コンテンツマネー

ジメントシステム）によりガバナー事務局で更新で

きるようになっています。また、地区のホームペー

ジが更新されると、登録して頂いたアドレスにお知

らせのメールが配信されるようになっています。

　常時更新されている情報は、「ガバナー事務所か

らのお知らせ」「委員会情報」「クラブ情報」「例

会変更情報」各クラブから提供して頂いた奉仕活動

「広報活動」「資料ダウンロード」があります。

◎2011-2012年度の活動

 (1)ガバナー補佐の皆さんの協力を得てクラブ活動

情報の活性化に取り組んでいます。

2年間で広報・IT推進委員会とガバナー補佐の皆さ

んとの協力関係を築き、各クラブから情報を地区に

提供してもらう流れを構築していこうと考え進めて

います。

 (2)社会奉仕委員会とのコラボレーション

社会奉仕委員会の事業において広報部分をサポート

しています。事業の取材依頼、告知や様子を地区ホ

ームページ、一般向けホームページ、YouTubeを通

じて情報掲載等を行っています。

・富士山絆の日の支援

富士山頂にて祈願「END POLIO NOW」「富士山世界

文化遺産登録」「がんばろう日本」東日本大震災支

援の広報部分を担当させて頂きました。

・富士山の日ピアノチャリティコンサートの支援

　2月23日の富士山の日ピアノチャリティーコンサ

ート及び「5for1」事業を支援させて頂きました。

 (3)各クラブの情報発信支援

各クラブの奉仕活動を地区のホームページ等を通じ

て情報を発信しています。

 (4)地区ホームページバナースポンサー募集

・初期費用：\5,000円

・掲載料金：年額\5,000円　年度中の掲は\2,500円

　※但し、掲載期間6ヶ月未満は初年度のみ無料

「公共イメージと認知度の向上」にご協力とご理解

を頂き、より多くの方々にロータリーを知って頂け

るよう積極的な情報提供をお願い致します。
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理　事　会　報　告

1.報告事項

　4月10日宮口クラブ管理運営委員長の招集の元、

18：30より1000回例会の実行委員会が実行委員10名

（クラブ管理運営委員会全員）と会長・幹事で出席

し銀座ライオンにて開かれました。

2.協議事項

①5,6月の座席表について　SAA　鈴木泰次 君

・次期委員会別とする。

②5月度プログラム　クラブ運営委員長 宮口雅仁君

・クラブ管理運営委員会の原案どおりとする。

③4月14日　富士宮西RCにてローターアクト設立に

  伴う認証状伝達式が行われる件

・宮島会長・杉山幹事の2名で出席する。

・１人5,000円の登録料として2人で10,000円を拠出

  する。

④4クラブ合同例会開催について

・994回例会を曜日及び場所を変更し5月19日　沼津

  リバーサイドホテルにて下記の通り決定する。

  ホストクラブ：沼津柿田川RC、沼津西RC

・点鐘：18：30

・会費：8,500円/1名（食事代2,000円を引いて、事

  務局も出席対象になる為,会員より7,000円徴収）

・開会・閉会点鐘、会長挨拶は、沼津柿田川RC、沼

  津西RCで行う。

・SAA、懇親会司会、席次等も両クラブで受け持つ。

　以上、一括承認

 

千　本　浜　清　掃

 

　4月8日(日)沼津西ロータリークラブと加藤学園イ

ンターアクトクラブ（IAC）の合同社会奉仕活動の

一環として千本浜・遊歩道の清掃作業が行われまし

た。

　当日はRC会員14名、IACの生徒31名をはじめ50名

余りが参加しました。

  作業後、両クラブの交流を深めるために、懇親会

が行われました。　　

清掃作業を始める前の勢ぞろい

一生懸命ゴミを集める加藤学園IACの皆さん

　　　　　　　皆さんが集めたゴミの山

　　ロータリークラブ会員と交流を深めるインター

　　アクトの皆さん

久松（３，２） 井上（⑤）＋１ 伊縫（２，２） 宮島（　⑤　） 本村（　４　）

名古（４，１）

渡辺（４，１）

-------------------------3分出席一覧 -----------------------

栗原（　⑤　) 宮口(⑤)＋１

成田(　２　) 大村(　⑤　) 尾島(　３　) 芹澤貞(　⑤　) 芹澤和(３，２) 重光（２，３)

杉山真(　⑤　) 杉山壽(　４　) 鈴木博(４，１) 鈴木泰(　⑤　) 鈴木良(　４　) 田村(　⑤　) 植松(　⑤　)

例会出席％　80.91　% 地区報告％　91.82　%

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 39号

2012年 4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　■■

会員卓話　芹澤和子君、夜間例会

　 
宮島賢次 会長 

 

　先週14日に、富士宮西ロータリークラブが提唱し

た富士山ローターアクトクラブの認証状伝達式に、

杉山幹事と共に出席してきました。当クラブのイン

ターアクトクラブ認証状伝達式を思い出しながらの

出席となりました。

　第2620地区で現在活動している6番目のクラブに

なります。過去には、沼津RC、沼津北RCにもありま

したが、この様にかなり休会中のクラブがあるよう

です。しかし、世界では現在155カ国余りで約8000

のクラブが活動しています。

　ローターアクトは、18歳から30歳までの青年男女

のための、ロータリーが提唱する奉仕クラブです。

ローターアクトクラブは通常、地域社会または大学

を基盤としており、地元のロータリークラブが提唱

しています。

　目的は、「若い男女が、個々の能力の開発に当た

って役立つ知識や技術を高め、それぞれの地域社会

における物質的あるいは社会的なニーズと取り組み、

「親睦と奉仕活動を通じて」全世界の人々の間に、

よりよい信頼関係を推進するための機会を、提供す

ることにある」とされています。

　この「親睦と奉仕活動を通じて」は、ローターア

クターの標語であり「奉仕を通じての親睦

（Fellowship Through Service）」として採択され、

ローターアクトのプログラムは、この標語を中心と

して展開されます。

　若者の集まりらしく、出会い・成長・感動・親睦

を基本に、活動目標はロータリークラブに近いもの

があります。当日、後藤ローターアクトクラブ会長

が挨拶で、これからの抱負を語っていました。やは

り普通の若者にはない面構えも話す言葉もしっかり

したものを感じました。12名でのスタートになるそ

うですが、必ず将来のロータリアンに相応しい人に

成長されると確信することができました。

4月のプログラム

992回 12:30

4月26日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　地区協議会報告 

登録会員

5月のプログラム

5月 3日（木） 　　　　祝日休会

993回12:30 

5月10日(木)　

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 

久松但 君　　理事会　

994回 16:30

5月19日(土) 

沼津リバーサイドホテル　　　4クラブ

合同例会　　曜日場所変更

995回12:30

5月24日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期

末訪問　　伊藤哲夫ガバナー補佐

996回12:30 

5月31日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブフォーラム 

(1000記念例会について)

幹　事　報　告　

1.他クラブの例会変更等

①三島西ロータリークラブ

 4月19日(木)　姉妹クラブ締結式　夜間例会に変更

 4月26日(木)→20日(金)三島西RC40周年記念式典

② 沼津北ロータリークラブ

 5月01日(火)　裁量休会

 5月22日(火)→19日(土)沼津4RC合同例会

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 鈴木泰次

◆◆第991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

2.連絡事項

①22日(日)は、地区協議会です。参加者は、7:15沼

　津駅北口の集合で、お願いします。

②5月19日(土)の沼津4RC合同例会と、6月30日(土)の

　1,000回記念例会の出欠席をご記入ください。

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

989 回 22名 20名  - 90.91%

987 回 22名 22名  0名 100%

●欠席者(1名)

  鈴木良則、尾島康夫

●他クラブへの出席者　

  宮島賢次、杉山真一（4/14　富士山ローターアク

　トクラブ認証状伝達式 ）

　鈴木泰次、大村保二（4/16　沼津柿田川RC）　

●スマイル報告

1.久松　但：誕生日のお祝いありがとうございます。

2.田村治義：誕生日のお祝いありがとうございます。

3.杉山真一：芹澤和子さん、本日は、卓話宜しくお

　願いします。

4.本村文一：芹澤和子さん、卓話、宜しくお願いし

　ます。

5.成田みちよ：芹澤和子さん、本日の卓話、楽しみ

　に来ました。

会　員　卓　話

 

   　 心のこもったお話をされる芹澤和子君

  

　本日は東日本大震災の映像を音の効果と共に見て

いただきました。何回見ても胸がつまります。私の

職業は保険の代理店で、契約と同時にお客様の万が

一の時の対応をきちんと誠意をもって行う義務があ

ります。

　お客様を守る、家族を守る等の為に災害時に自分

は生きていることが大切になります。講演のために

仙台の友人がこの映像と共に沼津にきました。

　

  海の恩恵を受け、海と共にいる沼津に地震が海を

魔物に変え、沢山の被害を落とすということを沼津

の人達はいつも心に置く必要があると言っていまし

た。

　東日本大震災の行方不明及び死者数は分かってい

るだけで 105,385人にのぼり、9割以上が津波の被害

だそうです。年齢層は高年齢が多く犠牲になられて

いるようですが、世界的な統計ですと、自然災害の

被害者は男性が多いようです。理由は男性がリスク

の高い行動をとるからです。

　では、東日本大震災時の生命保険の特例法の話を

少しいたします。

1,東日本大震災での行方不明者に対して　震災か

ら3カ月となる6月11日以降死亡保険金を支払う（通

常は1年である）。

2,免責条項の適用外　　一般的に災害死亡保険金と

給付金は、地震等の天災や戦争の場合は、減額又は

支払わない場合があります。この規定を適用せずに

全額支払う。

　ご家族が契約していた生命保険会社が分からない

場合、生命保険協会が47社全てに照会を依頼する。

照会対象は被災した人の家族又は遺族。

4,保険料払い込みについて　　通常は保険料の払い

込みを月払いの場合、翌月末迄に支払いが無いと保

険契約は失効します。この特例は保険料払込猶予期

間の延長が出来ます。再延長期間迄入れて9カ月です。

この方法は保険料払い込み免除ではなく、猶予期間

の延長です。

5,敏速な保険金支払い　　受取人の申し出により、

必要書類を一部省略する等の手続の簡素化。

　以上ですが、震災の前に保険料の支払いが無く失

効していた契約がメットライフアリコ1社で、1,319

件ありました。

　友人が言っていました。自分が被災をしても精い

っぱいの努力をしてお客さんの保険金等の手続きに

毎日動くことが自分の仕事だと。私も同感です。

　この際自分が何の目的で保険に加入したのか？保

険証券を見ながら考える機会を作りましょう。お分

かりにくい証券内容等ありましたら、声をかけて下

さい。私の唯一出来る職業奉仕です。
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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 40号

2012年 4月 26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　■

地区協議会報告　登録会員

　 
宮島賢次 会長 

  

　自分の歯で、しっかり噛む喜びを取り戻せると

いう治療法、インプラント。あごの骨に金属を埋

め人工の歯を取り付けることで噛む力を飛躍的に

向上させます。

　ところが今、手術の際に神経を傷つけたり、骨

を突き抜けたりして激しい痛みが残るなどのトラ

ブルが急増しているそうです。手術中に、あごの

動脈が切れ患者が死亡する事故も起きました。

 背景には、十分な技術を持たない歯科医師が無

理に治療を行っている実態があり、治療費を自由

に設定できるため高い収益を得られるところに、

この治療法を選択しているようです。

　こういうトラブルを防ぐため、技術の底上げを

しようという取組みが始まっています。10年ほど

前から歯科大学でも授業で取り上げるようになっ

たそうですが、講義だけで実習が無く、失敗した

医師はメーカーが主催する4日間の講習を受け治

療を行っていたということです。そこで、大学で

も最近になって実習のカリキュラムを始めるよう

になりました。

　実習では、金属のネジを歯茎に埋め込む作業を

顎の模型を使って行い、薄い骨の場合などは力を

少し入れただけで貫通してしまったり、近くの動

脈を傷つけたりとかなりの技術力が要求されるこ

とが分かるそうです。

　また、インプラント治療を選択する前に事前の

検査が必ず必要だということです。

 

　歯周病を調べる唾液の検査。次にＣＴ検査で骨

の厚みや形を測ります。さらに、血液検査で全身

の健康状態を調べます。これは、金属によるアレ

ルギー症状を発見する為。

 この様な検査をすると約半数以上の患者は不適

格になるそうです。

　問題の背景には歯科医院が増え続け、今ではコ

ンビニの1.7倍も在り経営難回避のため、保険外

で高額なこの治療法を患者に安易に勧めるからで

す。確かに良い治療法ですが、これから歯医者さ

んに行かれる方は、医師の吟味を忘れずに。

5月のプログラム

5月 3日（木） 　　　　祝日休会

993回12:30 

5月10日(木)　

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話 

久松但 君　　理事会　

994回 16:30

5月19日(土) 

沼津リバーサイドホテル　　　4クラブ

合同例会　　曜日場所変更

995回12:30

5月24日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　ガバナー補佐期

末訪問　　伊藤哲夫ガバナー補佐

996回12:30 

5月31日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブフォーラム 

(1000記念例会について)

クラブ管理運営委員会

●ゲスト

　無し

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 鈴木泰次

◆◆第992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

●ビジター

1.山本　章様：せせらぎ三島RC

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

992回 22名 16名  - 72.73%

990回 22名 20名  2名 100%

●欠席者(6名)

　伊縫文哉、重光　純、鈴木良則、尾島康夫、

　杉山真一、杉山壽章

●他クラブへの出席者　

　久松　但、宮島賢次、宮口雅仁、本村文一、

　重光　純、鈴木泰次、田村治義、渡邉亀一

(4/22　地区協議会)　伊縫文哉（4/25　長泉RC）

●スマイル報告

1.栗原侑男：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

2.渡邉亀一：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

3.鈴木博行：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

4.成田みちよ：入会記念日のお祝いありがとうご

　ざいます。

5.大村保二：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富士宮ロータリークラブ

　4月30日(月)　祝日休会

　6月09日(土)　近江八幡交歓例会　例会場変更

　6月11日(月)　振替休日

②長泉ロータリークラブ

　5月02日(水)　特別休会（ビジター受付なし）

　5月09日(水)→08日(火)千歳CRC合同友好締結記

　念例会　（5/8、9ともビジター受付なし）

　5月16日(水)→18日(金)裾野長泉合同（5/16ビ

　ジター受付あり）

③新富士ロータリークラブ

　5月01日(火)　特別休会

　5月15日(火)　5/13ウォーキング例会の振替

　休日

④富士宮西ロータリークラブ

　5月04日(金)　祝日休会

　5月11日(金)　ミツバツツジ視察メンテナンス

　朝霧アリーナに於いて

　5月18日(金)→20日(日)親睦日帰りバス旅行・

　会長幹事主催晩餐会（鎌倉）

2.連絡事項

①次週5月3日は、祝日休会です。

②次々週5月10日は、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

③5月のロータリーレートは、1ドル＝82円です。

④5月19日（土）の沼津4RC合同例会と、6月30日

（土）の1,000回記念例会の出欠席をご記入くだ

　さい。

地 区 協 議 会 報 告 

　　　　　　地区協議会出席者

★職業奉仕部会　　渡邉亀一　君

　金丸地区委員長の開会挨拶、牧田地区研修リー

ダーの挨拶と続いて行われました。奉仕部会の議

題らしきものも無く、司会者から会場に質疑応答

を求めておりましたが、それも一部にとどまり殆

ど牧田地区研修リーダーの独演会で終わりました。

★社会奉仕部会　　宮島賢次　君

　

　高野ガバナー年度は、富士山麓に焦点を当てた

事業の推進に取り組んでいます。特に富士山の惠

である豊かな水資源へ注目し、先ずは富士山麓の

水環境の状況を把握する為、山梨県衛生環境研究

所研究員のお二人の博士

に伺ったところ、水汚染が様々な環境の劣化によ

り進み深刻化しているそうです。そこで、自然環

境・生態系を考慮して水草を活用した汚染・除去

の研究に着目し、水資源の保存・保護を推進する

ことにしました。

　公共機関の許認可を得た上、精進湖に的を絞り

水質浄化の一助となる活動を実施する。

①7月14日に水草(クロモ)2000株を団子状の汚泥

に付着させ、湖底に沈める。

②11月頃、枯れて岸辺に流れ着いたその水草を回

収し、肥料・土壌改良剤等に活用。
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★ロータリー財団部会　　鈴木泰次　君

　私は、ロータリー財団委員会・未来の夢計画準

備室部会に出席しました。

　12時30分にロータリー財団委員会副委員長の古

林総一郎氏(甲府北)の司会により始まりました。

　パストガバナー渡邉守人ロータリー財団委員会

委員長の『ロータリー財団活動の現況』について

のお話しの後、パストガバナー中山正邦未来の夢

計画準備室室長による『未来の夢計画』移行への

準備状況についての話がありました。

　その後、曽根眞人ロータリー財団部会リーダー

よる財団への寄付金等について、また各小委員長

の短いスピーチがあり、最後に渡邉守人委員長に

よる閉会の挨拶で部会を閉じました。

ロータリー財団委員会の研修会が8月にあります

ので、機会を頂き研修内容を皆様方にお伝えした

いと思います。

★新世代部会   本村文一　君

　新世代委員会は飯田祥雄PGがアドバイザーで開

始されました。新世代委員会は大きくインターア

クト（IAC）とローターアクト（RAC）小委員会に

分けられます。はじめにIACについて説明されま

した。以下の通り。

　①提唱クラブとの関係深化　②2780地区（神奈

川）との提携発展　③海外研修は当面やらないと

のことが発表されました。

海外研修はリスクがあり、限られたものしか恩恵

を受けないという理由で中止とのことでしたが、

これについてフロアからどよめきと引き続き活発

な質問の応酬がありました。

　会員勧誘に3年に1度の海外研修を謳っていたの

で、顧問の先生や生徒との信義をどうするかとの

ことで突然のトップダウンの決定に動揺困惑があ

りました。

　今後のIAC委員活動が大変になることが予想さ

れます。続いてRACでは、発足したばかりの富士

山RACの紹介がされました。その他Walk-inプロジ

ェクトの説明があり、やや時間不足の感で討議を

終えました。

★新会員部会   田村治義　君

　分科会は壇上に長久保次期新会員研修小委員会

委員長、積ガバナー、高野パストガバナー、上原

パストガバナー、渡邊同小委員会副委員長、瀧口

同小委員会委員を迎え12時30分から長久保委員長

の司会で開始された。

　＜積ガバナー＞1905年2月23日米国シカゴで弁

護士ポール・ハリスが友人3人と1業種1人の会員

を原則として相互扶助と親睦を目的に創立。会員

の事務所を輪番で会合場所と　　　　　　　　

したことからロータリークラブと呼称したなどの

沿革を中心としたお話しをされた。　　　　　　

　＜長久保委員長＞最近、入会者と退会者が同数

状態で3年以内に退会する人が多い。要因として

オリエンテーションを受けずに入会する人が多い。

そこで今回は加入歴が長く親子で会員となってい

るお二人のパストガバナーに「ロータリーに入っ

て良かった」お話しをして頂きます。

　＜高野パストガバナー＞4月9日甲府RC62周年イ

ベントで55年永年表彰を受けた。1957年の加入で

半世紀を超え安くない会費も一千万円以上支払続

けている。父親がチャーターメンバーで親父から

勧められた。自分の息子も入会させた。加わって

その中で味わえ自分を豊かにしてくれた。例会が

55年を支えた。例会を以ってロータリーの基が有

る。　　

　＜上原パストガバナー＞高野パストガバナーに

勧められＪＣを卒業した35歳で入会し44年間経っ

た。新しい人との出会いを作り上げ自分を造る良

い機会と云う気持ちで活動したインドの方が会長

の時のスローガン「自分を超えた眼」が心に残る。

新入会員のオリエンテーションは夫婦で受けられ

ると良い。

　＜渡邊副委員長＞1979年36歳で入会し33年例会

への出席だけは守れと言われた。阪神淡路大震災

の時だけは県からの技術者派遣要請で欠席したが

後はメイクキャップを必ずしている。例会の居心

地、人との付合いが大事。

　＜瀧口委員＞受け身では駄目。自分から参加し

て楽しむこと。退会しないで仲間を増やす努力を。

　＜積ガバナー＞私は49歳で入会しましたがメン

バーの皆さんは皆憧れの人達でした。卓話の内容

を職場に帰って得意げに話したものでした。例会

で有ったことを職場の仲間に上手に伝えて下さい。

　＜長久保委員長＞10月6日（土）新会員研修会

が甲府のホテル談露館で開催されます。

（以上要旨概略）




