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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 45号

2012年 6月 07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 重光　純　君

　 
宮島賢次 会長 

  

  正岡子規にユーモラスな一句があります。「涼

しさや人さまざまの不恰好（ぶかっこう）」。冷

房などなかった明治の夏の様子で、縁台や路地で

、かなり楽な格好で涼む老若男女が目に浮かびま

す。ふんどし一丁、腰巻き一枚といった姿にも市

民権はあったのでしょう。

「六月無礼」という言葉は、暑さのきびしい時期

には服装が多少乱れても大目に見てもらえること

を言います。古くは平家物語にも出てくるそうで

す。この六月は旧暦ですが、新暦６月の衣替えに

合わせたクールビズの語が生まれて、はや８年に

なります。

最初の年は、とにかくネクタイを外しましたね。

ボタンダウンに慣れてきて、去年はより切実な節

電のためのスーパークールビズになりました。そ

して今年はさらに5月からクールビズ解禁など、

多方面で進化しているといいます。

　先陣を切るお役所では、環境省がポロシャツや

アロハシャツで出勤。破れていないジーンズやス

ニーカーでの通勤が認められるほか、職場の中で

は無地のＴシャツやサンダルを着用することもで

きるそうです。細野環境大臣は、会見で「できる

だけ涼しい格好で日常生活を送ることが節電や熱

中症防止対策になるので、ぜひ取り組みに理解と

協力をお願いしたい」と述べていました。

さすがに短パンで職場にはと尻込みする向きにも

、七分丈のパンツが好評らしいです。

素材も、肌触りの涼しい「接触冷感」や汗対策の

効いた「吸水速乾」などと増え、選ぶ幅はずっと

広がってきました。高温多湿の日本の夏に、洋服

の仕事着は古くて新しい課題のようです。

　職場職場で「六月無礼」の幅を、無理なく、さ

れど広く取りたいものです。多少ラフで不格好で

も、そうして歩く人が多くなれば道はできます。

そういえばスティーブ・ジョブズ氏の服装も違和

感ありませんでした。そこで「味わい深い」とい

う言葉を、広い意味で使いたいものです。

6月のプログラム

998 回 12:30 

6月14日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会

（次年度活動計画）理事会⑫

999 回 18:30

6月21日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返

って  宮島会長・杉山幹事

1000 回18:00

6月30日(土) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会

（1000回記念例会) クラブ管理

運営委員会   日時変更

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

997 回 21名 18名  - 85.71 %

995 回 22名 21名  0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 本村文一

◆◆第997例会　会長挨拶◆◆



2

●ゲスト

1.真島　一浩様

●ビジター

1.小柳津　秀元様：沼津北RC

●欠席者(3名)　　

　久松　但、芹澤和子、成田みちよ　

●他クラブへの出席者　

　久松　但（6/5　沼津北RC）

●スマイル報告 

1.大村保二：妻の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。

2.重光　純：本日、卓話をさせていただきます。

3.杉山真一：重光さん、本日は卓話、ありがとう

　ございます。

4.本村文一：重光さん、本日、卓話、宜しくお願

　いします。

5.鈴木良則：今年は、天体ショーが、はなやかで

　すね。

6.鈴木博行：風邪気味のため、早退させていただ

　きます。

7.M.Cテーブル：5/31M.Cテーブルのテーブル会残

　金です。

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

　6月26日（火）→23日（土）　期末例会・懇親会 

　18時～　楽山やすだ

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

　　　　　　　　　卓　　　話

                

裁判員裁判について

重光　純君

　

　平成21年5月21日に始まった裁判員裁判制度は、

静岡地裁沼津支部においても実施されており、私

も本日までに2件の裁判員裁判を経験しました。

　最初の1件は、自動車で2人乗りのバイクを追い

かけて、バイクをトラックに衝突させる事故を起

こしたうえ、被害者の救護や事故の通報もするこ

となく逃走したことについて、危険運転致死傷罪

と道路交通法違反に問われた事件でした。

本件では、被告人はあおり運転をしたことは認め

たものの、事故まで追走していたことを否認した

ために、すべての起訴事実を争うことになったの

ですが、被告人の主張はすべて排斥され、検察官

の求刑である懲役10年を上回る懲役12年の判決と

なりました。

　2件目は、8ヶ月程度の期間において、強姦致傷、

強姦、強姦未遂を合計5件行った事件ですが、この

事件の被告人は、裁判員裁判とはさらに別に1件の

強姦を起こしていました。

　私は、急病で倒れた前任の弁護人の後任として

選任されたのですが、私が選任された平成23年11

月の時点では、別件の強姦事件は既に判決の言渡

しを待つばかりであり、裁判員裁判は公判前整理

手続がかなり進行しており、平成24年3月中に公判

を実施する予定であったなど、時間的余裕に乏し

い事件でした。

　本件では、被告人に同種前科があり出所後間も

ない犯行であることや、被害者に対して被害弁償

ができないなど、被告人に有利な情状が乏しいこ

ともあって、検察官求刑の懲役24年に対して懲役

22年の判決となりました。

　裁判員裁判は、市民感覚を刑事裁判に反映する

ことに意義のある制度だと思いますが、起訴から

判決まで非常に時間がかかることや、被告人に裁

判員裁判を望まない権利がないことなど、今後改

善すべき点も大いにあるのではないでしょうか。
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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 46号

2012年 6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（次年度活動計画）■

　 
宮島賢次 会長 

  

  ロータリーを始めた時、掲げた目的は親睦と会

員間の事業上の利益を享受しあうことでした。当

時の社会は荒れすさんでいましたから、お互いの

信頼関係を築いていくためには親睦が不可欠だっ

たということです。特にアメリカ人は個性的で自

己主張が強く容易に妥協しない。だからこそ親睦

の必要性をことさらに強調することになったのだ

ろうと言われています。

　ところで日本人はどうでしょうか。農耕民族の

特性か、あまり自己主張をせず、リーダーに従っ

て群れて行動する習性があります。お互いに折り

合いをつけ結構仲よくやっている。日本では親睦

をあまり強調する必要はないのかも知れません。

　ロータリーにおける親睦には２つの意味がある

と言います。第一は、クラブが何か事業を実施す

る場合、全員の意思統一やクラブが一丸となる実

行力が必要で、そのためには日頃から親睦を培っ

ておくことが大切だということ。第二は親睦を通

じて友人の輪を広げ新しい人脈を作っていくこと。

それが会員増強にも繋がっていく。つまり、クラ

ブ内部における親睦と同時に、自分のクラブだけ

でなく他クラブや地域の人たちとの交わりも重要

なのです。

　言い換えれば、クラブが大した事業も行わず、

ただ惰性的に内部の親睦だけをしているのでは意

味がない。全員一丸となって事業を行った達成感

は心地よいものです。そこにドラマがあり本当の

親睦が芽生えるということになります。

　人の集団には二つのタイプがあると言います。

ゲマインシャフトとゲゼルシャフトです。

前者は血縁や部族で成り立っている閉鎖的な社会

で、典型は自治会などの共同体組織。　　一方、

後者は制度や契約で成り立っている開放的な社会

で、典型は企業などの機能体組織。

　では、私達のクラブはどちらでしょう。もし、

ロータリーを地域に開かれた奉仕団体と捉えれば

後者的な集団でしょう。

親睦活動月間に因み親睦の意味を改めて考えてみ

ました。

6月のプログラム

999 回 18:30

6月21日(木) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　1年を振り返

って  宮島会長・杉山幹事

1000 回18:00

6月30日(土) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会

（1000回記念例会) クラブ管理

運営委員会   日時変更

7月のプログラム

1001 回12:30

7月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

会長・幹事他の抱負

1002 回12:30

7月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

委員会委員長の抱負

1003 回18:30

7月21日(土)

さかなや旅館　

前年度会長幹事慰労会  移動例

会・夜間例会・曜日変更

1004 回12:30

7月26 日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

クラブ協議会①

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 本村文一

◆◆第998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

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

998回 21名 21名  - 100%

996回 21名 20名 0名 95.24%

●ビジター　

1.名取賢吉様：沼津北RC

●他クラブへの出席者　　

　成田みちよ（6/10　インターアクト小委員会）

●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。お陰様で、傘寿を迎える事が出来ました。

2.栗原侑男：スマイルします。 

　　　　　　　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

　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

　6月25日(月）　会長・幹事慰労会18:30～割烹寿

　7月16日(月）　祝日休会

②沼津柿田川ロータリークラブ

　7月16日(月)　祝日休会

　7月23日(月)→13日(金)ガバナー公式訪問

③富士ロータリークラブ

　7月04日（水）　夫人同伴期首懇親会　

               於：ホテルグランド富士

2.連絡事項

①本日は、新旧理事会があります、理事の方は宜し

くお願いします。

②沼津柿田川RCより

　7月より例会場を変更します。

・新例会場／沼津卸商社センター

・〒411-0912　静岡県駿東郡清水町卸団地203

・℡　055-971-6500 

 

ク　ラ　ブ　協　議　会

 

次年度幹事  久松但　

  次年度活動計画について、クラブ協議会を実施し

ました。

　最初に会長方針について、宮口次年度会長より説

明があり、次に各委員会委員長より、次年度活動計

画の説明が行なわれました。

　クラブ広報委員会については、名古会員より、HP

を利用することにより、ペーパーレス化を希望者に

ついて実施してはどうかという意見が出されました。

　奉仕プロジェクト委員会については、栗原会員よ

り、鯉の放流の実施について質問がありました。こ

れについては、宮口次年度会長より9月のクラブフ

ォーラムで皆さんの意見を聞き、10月の理事会で決

めたいとの報告がありました。

　植松会員からのインターアクトクラブについての

質問に対しては、成田会員より現状説明がありまし

た。また、名古会員よりベトナム支援の説明があり

ました。

　委員会の説明の後、尾島会員より次年度会計予算

についての説明があり、収支均衡のためには、厳し

い予算になる旨の報告がありました。最後に、宮口

次年度会長より、「ご協力お願いします。」と挨拶

があり終了しました。

  

理　事　会　報　告

  

●本年度理事会報告

1.報告事項

①平成24年5月24日にご逝去された杉山壽章君の杉

　山鉄工(株)で執り行われる社葬の日時が決定し、

　連絡がありました。

・平成24年6月15日　11:00に大岡平安祭典会館

・今回はロータリークラブとして受付を設けクラブ

　管理運営委員会を主体に受付を担当する予定です。
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2.協議事項

①当クラブ会員、杉山壽章君がご逝去のため杉山鉄

　工(株)で6月15日（木）に執り行われる社葬時に、

　定款では香典（20,000円）、生花一対（2基　

　*15,000円=30,000円）ですが今回は生花が芳名板

　の為、香典（30,000円）、生花(一式￥15,000円)

　を供える。

②今年度、2011～2012年度の第一例会時の百万ドル

　の食事での合計金額は、IMを除き後期の1～6月分

　5例回分の出席人数が93人で食事代差額800円とな

　り93人×800円＝74,400円となり東日本大震災義

　援金として送金する。

③運営規定を以下のように変更する。

（慶弔）第9条　（2）

【変更前】

　A.会員が死亡したとき・・・20,000円と生花一対、

　　花輪1基を供える。

【変更後】

　A.会員が死亡したとき・・・20,000円と生花一対、

　　または花輪〝  1  対〟  を供える。

【変更前】

　B.会員の家族が死亡したとき 10,000円と生花1基、

　　花輪1基を供える。

【変更後】

　B.会員の家族が死亡したとき 10,000円と生花1基、

　　または花輪  1  基  を供える。

3.その他

①クラブ管理運営委員会からの1000回記念例会につ

　いての最終報告がありました。

②7月のクラブ協議会、「2011～12年度活動報告」

　には決算金額を記載するものとする。

以上、一括承認

●新年度理事会報告

1.報告事項

①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インターアクトクラブ年次大会 加藤学園インタ

　ーアクトクラブ 3年後にホストの要請あり

2.協議事項

①7月度プログラム　クラブ管理運営委員長　本村

　文一君、プログラム担当　芹澤貞治君　承認

②7～8月の座席表について　　SAA　名古良輔君

　役員・委員会別　　承認

③2012-2013年度の慶事のプレゼントの件

　会長・幹事に一任　　夫人へは花のプレゼントを

　続ける　承認

④前年度会長・幹事慰労会の件

　コンパニオンか芸者

　金額確認(久松幹事)後、決定　　

　・7月21日(土)18:50～　

　　会場：さかなや「別館本陣」

⑤前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件

　各々30,000円とする　　承認

⑥納涼例会の件

　家族例会とする

　夫人に案内状(往復葉書にて)を送る　　承認

  8月9日(木)18:50～会場：ニューウェルサンピア

⑦原・浮島ふるさと夏祭り花火大会への協賛につい

　て

　花火大会への協賛

　協賛する　30,000円　　承認

⑧その他

　◎クラブ通帳

　　毎年名義を変更するのが大変(会計名簿)

    手続き要覧を確認する

　◎10月4日　米山記念館での例会での卓話者の件

　・現在、静岡県東部での米山奨学生は昨年と同

　　じ方で1人のみ 学友会で適任者がいるか、確認

　　する

　・伊豆中央R.Cより合同例会の要請あり　駐車場

　　等の関係で断る事とする

　◎例会用名札の残庫残り1枚　SAAの予算で購入す

　　る。

久松（　④　） 井上（④）＋１ 伊縫（　④　） 宮島（　④　） 本村（　３　）

名古（３，１）

渡辺（　④　）

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

栗原（　④　) 宮口(　④　）

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

杉山真(　④　) 杉山壽(　０　) 鈴木博(　④　) 鈴木泰(　３　) 鈴木良(　３　) 田村(　④　) 植松(　④　)

例会出席％　88.50　% 地区報告％　91.95　%

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 47号

2012年 6月 21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　■■

■　1年を振り返って　宮島会長・杉山幹事

　 
宮島賢次 会長 

 今日は、職業奉仕を実践している一つの企業とそ

の社長を紹介致します。社名はTGウェルフェア株式

会社。豊田合成グループの完全子会社です。

　会社の拘りとして、｢当社は、障害をお持ちの

方の単なる雇用の場の提供だけでなく、長期にわ

たり就労できる場であり、さらには生活において

も自立できるような仕組みを整えることが使命で

あると考えています。

　その使命を果たすべく、チャレンジしている仕

組みの一つとして、一般社団法人 光陽福祉会と

の業務提携を行ない、就労上の問題や会社生活を

通じた生活上の問題の把握と解決を図ることや、

支援センターとの連携による自立支援などの試み

を行なっています。

　会社、従業員とその家族、そして、常勤のジョ

ブコーチ、TGウェルフェア就労支援センター、職

業訓練施設。それぞれが役割を果たし、すべての

ミッションであきらめることなく、協力し合う中

で、一歩一歩と『自立』に向けて前進しています。

｣とあります。

　重い知的障害がある12人を含む20人がトヨタの

自動車部品を加工しています。障害者の終身雇用

を始めて2年、製品の不良率は0.02％を維持、親

会社も「品質はまったく問題ない」と太鼓判を押

しています。 

本田文利社長はトヨタ系部品メーカーで組合委員

長をされていた頃、組合員が障害のある子の将来

を考えた時に沈んだ表情を見せたのが忘れられな

かったそうです。

社名に｢ウェルフェア(福祉)｣とあるなら、｢地域

福祉で障害者雇用をやろう」と部品加工を手掛け

る部署を新設しました。最初は大半が作業台の前

で5分も立っていられず、不良品率は60%超になり、

辞めたいと言い出す人も相次いだそうですが、ト

ヨタならではのカイゼン流で、現場主義と、従業

員の家庭を訪ねて本人の思いを聞き、作業場では、

作業台の高さを変えたり、間仕切を付けて集中力

を持たせたりと改善を重ねて今に至ったそうです。

また、従業員には、定年の時に親が居なくても心

配しないで良いようにと月2万円の財形貯蓄を義

務付けているそうです。まるで本当の親の様です。

　

ロータリーの目的「職業奉仕」の見本のような企

業・社長です。  

６月のプログラム

1000 回18:00

6月30日(土) 

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会

（1000回記念例会) クラブ管理

運営委員会   日時変更

７月のプログラム

1001 回12:30

7月 5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

会長・幹事他の抱負

1002 回12:30

7月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

委員会委員長の抱負

1003 回18:30

7月21日(土)

さかなや旅館　

前年度会長幹事慰労会  移動例

会・夜間例会・曜日変更

1004 回12:30

7月26日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

クラブ協議会①

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 本村文一

◆◆第999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

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

999 回 21名 16名  - 76.19 %

997 回 21名 18名  2名 95.24 %

●ビジター　

1.山本倫弘様：沼津北RC

●欠席者(5名)　　　

　伊縫文哉、栗原侑男、大村保二、尾島康夫、

　鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　成田みちよ（6/21　インターアクト例会）

●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.重光　純：今年度、最後になります。ありがと

　うございました。

　　　　　　　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

　6月15日（金）　裁量休会　メーキャップはでき 

　ません。

2.連絡事項

①次週は30日（土）に例会日変更で、さよなら例会 

　です。

②7月21日（土）の前年度会長、幹事慰労会と、8月 

　09日（木）の納涼例会の出欠席を、ご記入くださ

　い。

 

 一年を振り返って

 

  沼津西 RC会長　

         宮島賢次

　

  2010年 12月 2日の総会で、会長エレクトに指

名され、一週間後に次年度役員、理事にお集まり

頂き所信表明（運営基本方針）を文書でお渡しし、

準備が始まりました。

　日本のロータリーが会員の増強・維持に窮して

いることに、ロータリーの基本理念は個々の職業

奉仕を第一にしているということを見つめ直し、

それを会員に今一度理解して遂行して頂き、入会

候補者にも理解して入会して頂き、親睦を深める

事が出来れば、同じ目的に向かう会員相互の理解

も得られ更なる奉仕に向かうことが、増強・維持

の問題解決に繋がるのでは。またクラブの運営も

基本的なことは基本に戻して、改善しても良いと

ころは改善するようにしましょう。と偉そうに書

いていました。

　また、昨年の地区協議会が終わって4月28日に

次年度役員・理事にお集まり頂き、次年度のクラ

ブテーマと各委員会別に運営方針をやはり文書で

委員長にお渡しし、説明をさせて頂きました。6

月のクラブ協議会までになるべく準備期間を置い

て各委員会内で方針の説明及び話し合いを行い周

到な準備をして頂く為でした。

私も一生懸命に考え説明し実行して頂きたいとの

思いから、細かいところまで指図してしまったか

なと思いながら、年度がスタートして今まで進め

て来ましたが、皆さんにご協力して頂き何とか今

日を迎える事が出来ました。

  年度がスタートしてからは、やはり会長挨拶の

内容に私なりに熟慮しました。会長の時間の話は

毎週聞くものです。ですから中身が無く詰らない

と無駄な時間になってしまいます。それより今日

の話は何かなと楽しみになるようなら会員の維持

にも繋がるだろうと思い、自分の能力の範囲で一

生懸命考えました。

  年度の途中は、もう水曜日かと一週間が直ぐに

来ましたが、一年は長いなと思っていました。し

かし終わってみると早いものです。今年度は特別

なイベントが無い年だと認識していたところ、Ｇ

ＳＥ受け入れが有り、沼津4クラブ合同が有り、

残念ですが壽章さんのご逝去、最後に1000回と一

年の間には何かと有るものだなと、良い経験をし

ましたし、色々勉強もさせて頂きました。これか

らの人生の為に貴重な糧を蓄積することが出来ま

した。

  また、無事に終わることが出来ました事に役員

・理事を始め会員やロータリーの友人のご指導ご

協力に対して感謝申し上げます。有難う御座いま

した。
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 沼津西RC幹事　

       杉山真一

　

 

  本日は、通年の恒例で「一年を振り返って」と

いうことで卓話をする試練というか時間を与えて

頂きありがとうございます。ただただ一年間クラ

ブ運営に対して皆様の多大なご協力に感謝申し上

げるのみです。

　私が沼津西ロータリークラブに入会したのが、

2008年 7月でした。早いもので、入会してから4

年目を迎えております。

　今年度は、幹事という大任を仰せつかり早いも

のでもうすぐ一年が過ぎようとしています。当時、

先の一年を見たらとても長く感じられ果たして1

年持つのかどうか不安になりました。しかし、時

間というものは不思議なもので幹事の職務を全う

出来ようが出来まいが1年が過ぎてしまい宮島会

長をサポートしてきたつもりでしたが、果たして

務まっていたのかどうか自信がありません。また、

皆様大変忙しい平日の貴重な時間に理事会が長か

った等、至らない点が多々あったかと思いますの

で、この場を借りましてお詫び申し上げます。

　さて、今年度はクラブ運営の当事者という立場

でクラブ行事に参加してきました。ロータリーに

は「綱領」「職業奉仕」「四つのテスト」等、こ

れまではこれらの言葉をあまり気に留めずやり過

ごしてきてしまっていましたが、クラブ幹事とし

てクラブの運営に携わっていくにあたり、これら

を改めて読み返してみました。英文を和訳するの

で、言い回しが分かりにくいものもありますが、

これらの言葉や文章はクラブ運営はもとより、組

織運営や会社経営にも大変役立つ言葉や文章であ

ることが、恥ずかしながら今になってようやく分

かりました。

　ロータリークラブの素晴らしさはこのようなと

ころにもあるのだと、ロータリーの奥深さを垣間

見たような気がしました。（それを日々生かして

いるかどうかは別ですが・・・）

　

　今年度、主な思いでとしては、今期が始まって

すぐの8月のクラブフォーラムでは、次期例会場

について、ここニューウェルサンピア沼津で移動

例会にて行いました。先日の伊東ガバナー補佐期

末訪問でも労いのお言葉をいただきましたが期中

に例会場を変更するという大変な事業を皆様のご

協力のもと成功することが出来ました。

　一年間本当に、長く感じられ思い出を振り返れ

ばきりがありませんが特に、印象に残った事だけ

お話しさせていただきました。

　

　この1年はクラブ幹事として沼津4クラブの会

長・幹事を中心に多くのクラブ会員と交流する機

会を得ることが出来ました。本来ならば滅多なこ

とではお話しできないような方と幹事という役職

のお蔭でご一緒する機会をいただきました。この

事は、これからの私の人生の大きな財産となって

いく事と思われます。

　最後に、大変至らない幹事で会員の皆様には多

大なご迷惑をお掛けしましたが、会員の皆様のロ

ータリーの寛容の心、特に宮島会長の寛大さに支

えられまして今日ここに1年を振り返ることが出

来ました。

　ご協力いただきました理事役員・各委員長の皆

様をはじめ沼津西ロータリークラブ全会員の皆様、

そして常に陰から支えてくれた事務局川口さん。

全ての皆様に感謝を申し上げ、わたくしのご挨拶

とさせていただきます。一年間ありがとうござい

ました。
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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 48号

2012年 6月 30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　■■

■さよなら例会（1000回記念例会）

    クラブ管理運営委員会 日時変更

　 

宮島賢次 会長 

 

  本日は、渡邉雅昭第2620地区幹事を始め、沼津・

沼津北・沼津柿田川RCの会長幹事及び当クラブのOB

の皆さん多数のご臨席を賜りまして、記念例会を盛

大に開催出来ました事に感謝申し上げます。

　1991年5月30日の創立は、甲府ＲＣ所属上原勇七

ガバナーの時に、沼津北RCの横山開一様を特別代表

として、スポンサークラブの沼津北RCと沼津RCのご

指導を頂きまして、森　延敏初代会長の下26名の会

員でスタート致しました。

その日の第一回例会を始めとし、ちょうど丸21年を

掛けて1000回の節目を迎えるに至りました。21年も

掛かっているわけですから、周年記念とは違った感

慨が有ります。チャーターメンバーの会員に措かれ

ましては、正に感慨深い思いがお有りになろうかと

思います。また、昨年の20周年も東日本大震災直後

ということで縮小を余儀なくされ、今日ご臨席の来

賓及び招待者の皆様をお呼びすることが出来ません

でしたので、尚のことであります。

今日を迎えられたのもこれまでクラブを支えて下さ

った諸先輩方の努力と地域の皆様のご理解御協力、

スポンサークラブや2620地区の御指導、近隣クラブ

の友情があってのことと改めて感謝申し上げる次第

であります。

　私が今までに気になっていたことが、他クラブと

の合同例会時に当クラブの例会数が唯一3桁の数字

だということなのです。第3分区内では一番若いク

ラブですので回数の差は縮まりようがないのですが、

やはりクラブの歴史の差を感じていました。

しかし、今日から4桁です。少し肩を並べた気にさ

せて下さい。一つの歴史の節目に辿り着いた時に在

籍していたことに運命を感じ、ロータリークラブに

誘って頂いたスポンサー会員には本当に感謝してい

ます。今後も末永く友人となった皆様と共にロータ

リーを楽しみたいと思います。

　今日は〝さよなら例会〟でもあります。明日から

新年度が始まりますので、1001回というスタートを

切ってまた2000回へ向かって新たな歴史を刻んで行

きます。その時まで在籍していたいと思いますが、

その目標にこれからも前を向いて進むことをお誓い

して、今日ご出席頂いた皆様の更なるご指導ご協力

をお願い申し上げ、会長の挨拶とさせて頂きます。

本日は誠に有難う御座いました。

7月のプログラム

1001 回12:30

7月5日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

会長・幹事他の抱負

1002 回12:30

7月12日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

委員会委員長の抱負

1003 回18:30

7月21日(土)

さかなや旅館　

前年度会長幹事慰労会  移動例

会・夜間例会・曜日変更

1004 回12:30

7月26 日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　

クラブ協議会①

会　　　長 宮島賢次 幹　　　事 杉山真一

広報委員長 尾島康夫 編　集　者 本村文一

◆◆第1000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

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1000 回 21名 20名  - 95.24 %

998 回 21名 21名  0名 100 %

●ゲスト　　　

1.厚見行雄様  2.加藤益久様 3.日吉　薫様

4.金元良人様  5.増田清和様 6.小野久義様

7.牛木　等様  8.森　茂美様 9.後藤　昭様

10.坂部利夫様 11.土佐通孝様 12.佐野　稔様

13.大竹　学様

●ビジター　

1.渡邉雅昭様：第2620地区幹事

2.望月美樹様：沼津RC会長

3.町田勇司様：沼津RC幹事

4.影山桓義様：沼津北RC会長

5.横山貞治様：沼津北RC幹事

6.太田昭二様：沼津柿田川RC会長

7.大石昭裕様：沼津柿田川RC幹事

●スマイル報告 

1.鈴木良則：入会記念日のお祝いありがとうござ

　います。

2.宮島賢次：皆様1年間ご協力頂きありがとうご

　ざいました。杉山幹事、ご苦労様でした。

3.杉山真一：1000回例会を迎える事が出来ました 

。みなさま、ありがとうございました。

4.名古良輔：天国の森　延敏さん、1,000回例会、

　無事、迎える事ができました。

5.渡邉亀一：OBの皆様、久しぶりです。会長、幹 

　事、御苦労様でした。

6.鈴木良則：1000回記念例会、おめでとうござい

　ます。宮島会長、杉山幹事、一年間ご苦労様で 

　した。

7.鈴木博行：1000回記念例会、おめでとうござい

　ます。宮島会長、杉山幹事、一年間ご苦労さま

　でした。

8.鈴木泰次：1000回記念例会、おめでとうござい

　ます。宮島会長、杉山幹事、一年間ご苦労さま

　でした。

9.名古良輔：宮島会長、杉山幹事、一年間御苦労

　さまでした。

10.名古良輔：1000回例会、ほんとうに、あっと

　いう間でした。

11.芹澤和子：1000回記念、おめでとうございま

　す。会長、幹事、一年間ご苦労さまです。

12.成田みちよ：1000回記念例会、おめでとうご

　ざいます。

13.芹澤貞治：1000回記念を迎える事ができまし

　た。宮島会長、杉山幹事、一年間おつかれでし

　た。

14.本村文一：1000回記念例会、おめでとうござ

　います。

15.本村文一：宮島会長、杉山幹事、一年間ごく

　ろうさまでした。

16.宮口雅仁：1000回記念例会、会長、幹事、一

　年間おつかれ様でした。

17.井上武雄：1000回記念、宮島会長、杉山幹事 

　一年間ご苦労様でした。

18.伊縫文哉：会長、幹事、一年間ご苦労さまで

　した。1000回記念、さよなら例会おめでとうご

　ざいます。

19.田村治義：1000回記念例会、おめでとうござ

　います。会長、幹事、一年間ご苦労様でした。

20.植松　正：1000回記念、おめでとうございま

　す。宮島会長、杉山幹事、お疲れ様でした。

21.尾島康夫：1000回記念例会、おめでとうござ

　います。宮島会長、杉山幹事、一年間お疲れ様

　でした。

22.大村保二：1000回記念例会、おめでとうござ

　います。

23.栗原侑男：1000回記念例会、おめでとうござ 

　います。

24.久松　但：1000回記念例会、おめでとうござ

　います。宮島会長、杉山幹事、一年間ごくろう

　さまでした。

●欠席者(1名)

　重光　純

●他クラブへの出席者　

栗原侑男（6/26　新富士RC）宮島賢次（6/26　沼

津北RC）

　　　　　　　幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①長泉ロータリークラブ

　7月 11日(水)：例会変更

　7月 18日(水)：夜間移動例会(ビジター受付

　あり）

　7月 25日(水)：通常例会（ガバナー補佐訪問）

2.連絡事項

①次年度会長、幹事慰労会と納涼例会の出欠席ご 

　記入ください。 
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　　　1000回　記念例会祝賀会

　　　　　　　　　　　　　宮口雅仁実行委員長

司会　芹澤貞治さん進行のもと、開会の挨拶を鈴木

良則さん、乾杯を沼津北RC影山会長がされアトラク

ションのチェロ＆ピアノとお座敷太鼓もちで楽しく

祝賀会を皆様過ごされ、和やかの中、手に手つない

でをやり閉会の挨拶を鈴木博行さんにて思い出の残

る1000回記念祝賀会が終了しました。

　

 司会は芹沢貞二君

  

開会の言葉は

　　　鈴木良則君

　　チェロとピアノ演奏　　

　　　再会を喜ぶ面々　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　OBと歓談

　

　よっ日本一！太鼓もちの桜川米七師匠

　閉会の言葉を

　　　　鈴木博行君

　　　

　集合写真、次は1500回でお会いしましょう




