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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「我等の生業」 

ソングリーダー 

海老原正之君 

    

 四つのテスト唱和 

   海老原正之君 

 

 会長挨拶   沼田時子 君 

沼田年度４回目の夜間例会で

す。本日から入会頂いた安藤弘

さん、心より歓迎申し上げます。

静岡西ロータリークラブ定款「第

９条出席」の第１条に「各会員は

本クラブの例会に出席し、本ク

ラブの奉仕プロジェクトおよびそ

の他の行事や活動に参加するべきものとする。そ

して欠席の場合は例会前後１４日以内にメーキャ

ップしなければならない。」とあります。私の入会

以前は全員が 100％出席というルールが守られ

ていたそうですが、余りに厳しすぎるということか

ら徐々に和らいできました。数年前までは年１度

全員出席いう日を設けていましたがそれも今は無

理です。他クラブにもあるそうですが、会員の中

に長期ご欠席の方がいます。それが良いとは言

えませんが、ご事情もわかります。会員増強が必

須の状況で、退会だけは避けていただきたいと、

会費の請求書をお送りするとお振込みいただけ

るのでそれに甘えております。不甲斐ない会長な

ので良い解決策が浮かんできません。新入会の

方々、お仕事、お付き合いとお忙しいでしょうが、

水曜は例会がある事をお忘れないようにお願いし

ます。そして出欠席連絡表は必ず返信してくださ

い。お弁当が無駄になります。 さて今週は 3 年

連続日本人ノーベル賞受賞が話題となっておりま

す。ダイナマイトをはじめとする様々な爆薬の開

発で巨万の富を築いたアルフレッド・ノーベルは、

フランスの新聞が兄の死を彼と取り違え「死の商

人、死す」と報道し自分の死亡記事を読む羽目に

なり、死後自分がどのように記憶されるかを考

え、賞設立の遺言を残したそうです。1900 年にノ

ーベル財団が設立され初の授与式が 1901 年、

財源は尽きないのかしら？毎年 6000 万クローナ

授与してますがまだ 50 年は

大丈夫だそうです。皆様のお

孫さんに期待しましょう。 

 
 幹事報告 

   次回例会終了後、 

理事会を開催予定 

 

 委員会報告         

       四十周年記念委員会 川崎友和君 

記念誌原稿校正のお願い 

      奉仕プロジェクト委員会 加藤博一君 

      国際交流フェスティバル開催に伴いポリオ撲滅 

キャンペーンのブースを出展します。応援を宜しく 

お願いします。 

      Ｒ財団、米山委員会 

渡辺憲治君 

ロータリーカード発行枚数 

について米山記念奨学金へ  

の理解と支援について 

 

 会員の誕生日お祝い 

   宮城島孝君 

10 月 6 日生まれ 50 歳 

お誕生日おめでとう 

ございます 

 

 

 新入会員の紹介 

   安藤弘君ひろしではなく、 

   「ひろむ」です 

 

 

 



The Rotary Club of  

Shizuoka West Dist.2620 R.I 
 

 
 

 会 長 沼田時子 

 副会長 冨田英児 

 幹 事 山崎雅光 

 副幹事 白鳥三和子 

例会日：毎週水曜日 12：30 

（但し第一水曜日 18：30） 

例会場：ホテルセンチュリー静岡 

Tel 054-284-0111 

 

クラブ事務所 

静岡市葵区追手町 12-12 

静岡安藤ハザマビル 5階 

Tel:054-254-5611／Fax:054-221-0515 

The Rotary Club of  

Shizuoka West Dist.2620 R.I 

 

 出席報告・スマイル   川崎友和君 

本日、会員 37 名 

出席 27 名、欠席 11 名 

(無届 0 名) 

先々週 9 月 21 日 

出席計算会員数 36 名 

出席会員数 25 名 

メークアップ 1 名 

改正出席率 72.22％ 

 

沼田時子君 

安藤さんご入会ありがとうございます。 

宮原伊之人君 

安藤さん入会おめでとうございます。PTA は欠席

でいいので、ロータリーの活動に全力を注いで下

さい。 

渡辺憲治君 

スピーチコンテスト入賞者の皆さんおめでとうござ

います。アイ ハヴ アペン 

宮城島孝君 

誕生日のお祝いありがとうございます。明日 50

才となります。大きな節目の年に入会させて頂き

ました。ロータリー楽しみたいと思います。よろしく

お願いします。 

山梨透君 

「40 周年記念誌」いよいよ大詰めですね!! 

高橋雅実君 

先月の末に焼津店に銀座 RC の皆様 34 名がお

昼に予約で見えました。鰹など地元の魚を召し上

がって頂き大変喜んで帰られました。来月の始め

には恵那 RC の方が 30 名程お昼に見える予定

です。ちなみに銀座 RC はメンバーが 170 名だそ

うです。又、先日の同好会ゴルフ準優勝ありがと

うございました。 

野木秀明君 

薩南で潜ってきました。海はすばらしくきれいでし

た。初めて硫黄島を見ることができ有意義な休日

でした。 

榊一夫君、白鳥勝平君 

育成会にスマイル。 

 

 ストックトン交換事業報告 

主催者 静岡市国際交流協会 佐藤裕一様 

      清水市ストックトン姉妹都市交流 

88 名応募の中、今回は 5 名を派遣 

      2016 年 7 月 25 日～8 月 8 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●英語スピーチコンテスト入賞者紹介（左から） 

教諭 杉山吉美様（清水第三中学校） 

      桂謙さん（清水第一中学校） 

志村果歩さん（静岡城北高校） 

横田碧美さん（清水桜が丘高校） 

石神穂果さん（静岡高校 2 年） 

      九川礼衣さん（双葉高校 1 年） 

以上 5 名 
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研修報告 

石神穂果さん、九川礼衣さん 

 1 日目 ホストファミリーと合流 

ウエルカムパーティー 

 2 日目 市役所訪問 

 3 日目 州都サクラメント見学 

 4 日目 中国人街見学 

マイナーリーグ始球式体験 

 5 日目 乗馬体験 メキシコ料理での夕食 

 6 日目 ヨセミテ国立公園 川遊びハイキング 

 7 日目 

 8 日目 コロンビア州立歴史公園 砂金採取 

 9 日目 群議会見学 サンタクルーズビーチ 

10 日目 野外コンサート 

11 日目 パシフィック大学 

12 日目 小学校訪問 

13 日目 Ｆａｒｅｗｅｌｌ Ｐａｒｔｙ 

サンフランシスコ観光 

14 日目 ストックトン発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引率した杉山吉美先生の報告 

交流事業の意義 

この事業に参加することで培われる力 

困難だったこと 

関心を持ったこと 

感動感心したこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 

 


