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一年を振り返って
　　　　米山奨学生
� 　　マドマン・ソピダ君

卓 話

１．例会変更のお知らせ
沼 津 西…6/23（木）は夜間例会
　　　　　　6/30（木）は休会
富士山吉原…6/16（木）は特別休会を通常例会に変更
　　　　　　6/23（木）は夜間例会
� （富士山吉原ＲＣ奨学会奨学生激励会）
　　　　　　6/30（木）は夜間例会（会長幹事慰労会）
沼津柿田川…6/15（水）は6/18（土）最終家族例会
２�．6月よりロータリーソング・バースデイソング斉唱再
開します
３．「ロータリーの友」6月号　配布
４．6月のロータリーレート　1ドル＝127円

實石君…会長年度最終月になりました。がんばります!!
大友君…ソピダさん、本日の卓話がんばってください。
大熊君…本日のＲ親睦活動月間担当例会はソピダさん
の卓話です。ソピちゃんよろしくお願いします！
塚本君…誕生日のお祝いのお品ありがとうございます。
まだまだがんばります！！

公共イメージ向上� リーダー　　大村　愛美
　コロナ禍でＲデー奉仕活動が実施できませんでした
が、例年継続している広報活動は実施できました。◦毎
回の例会の様子をＦＢで報告◦Ｒ財団補助金事業、松
風荘へのテレビの寄贈、沼商ＩＡＣの静岡医療センター
への千羽鶴寄贈事業の静岡新聞社、沼津朝日新聞社へ
の新聞掲載依頼。皆様のご協力に感謝申し上げます。
広報・ＦＢ・雑誌　コロナ禍を受けて例会も開催できず、
ＦＢもあまり活動報告ができませんでした。次年度は例
会や清掃活動がなくてもＳＮＳを通じてＲのイメージア
ップを図っていきたいと考えています。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。
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　去年は新型コロナウイルスの感染拡大によって、対面
授業からオンラインに切り替えて、画面を通して会わなけ
ればならないことになってしまいました。しかし、良いこ
ともありました。それは米山記念奨学生として採用され
たことです。
　振り返ってみますと、日本に留学して、米山記念奨学
生になってから貴重な経験がたくさんできました。飛行機
の中一人で緊張して、どういう人々に出会えるか、何が
待っているか分からずに、留学生活を想像したり将来を
想像したりしながらワクワクしていたことを、まるで昨日
のことのように思います。日本で生活するのはもう7年目
になりましたが、日本に来た日と同じようにどういう人々
に出逢えるか、どういう楽しい経験できるか毎日楽しみ
にしています。日本に留学することによって語学力はもち
ろん、コミュニケーションを積極的に取ることも大事だと
学びました。ホームシックになったり、日本語が通じず、
学校の授業について行けなくて自信をなくしたりするこ
とは何回もありました。それでも、振り返ってみたら、良
い経験であって、そんな経験があったからこそ今の自分
があると思っています。
　今年で日本に留学して7年目になって、米山記念奨学
生として1年が過ぎました。実は6月の初旬にタイに帰国
する予定であり、タイに帰国すると両親に伝えたら、嬉し
そうな表情で食べたいものや行きたいところなど聞かれ
て、タイの友達とバンコクで美味しい店巡りなどの計画を
立てていましたが、就職活動によって帰れなくなりまし
た。7年目の留学ですが、高校1年生から大学1年生まで
毎年必ず1回帰国していました。しかし、コロナ感染拡
大が始まってから一回も帰国することができず、両親の
手作り料理が恋しくなっています。就職活動を頑張って、
タイに帰るのを楽しみにしています。
　日本に留学することでかけがえのない経験もできて、
教育制度や生き方、人の考え方が違う日本に住むこと、違
う文化で私の世界は広がり、自分の可能性も広げること
ができました。米山記念奨学生として沼津ロータリークラ
ブに所属し、皆様に出逢うことができました。高校から
両親を離れ一人で生活する私にとって、いつも私のことを
娘のように心配してくださる皆様は、何ものにもかえられ
ない大切な人々です。私は自分自身をもっと成長させて、
今よりもっと努力して、タイと日本の架け橋になって活躍
していきたいと思います。

Ｒ親睦活動月間担当例会

　千本をよくする会の清掃活動が予定どおり行われまし
た。お天気に恵まれ、久しぶりの千本清掃によい汗を流
しました。参加された皆様、お疲れさまでした。
参加者　山口君・實石君・大熊君・三好君・峯村君・積
君・細澤君・大村君・渡邉（雅）君・山本君・向坂君・恒
吉君・事務局鈴木さん・山口奏汰様・積邦子様・細澤ま
ゆみ様

千本をよくする会千本をよくする会　2022.6.5㈰　2022.6.5㈰
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6月17日（金）
　イニシエーションスピーチ
� 会　員　　大石　顕志君

会員誕生日　　森藤　恵二君、清　　マキ君
配偶者誕生日　　楠木　温子様（公一君）、
　　　　　　　村上ひろこ様（綾一君）

6月24日（金）
　正副会長・幹事退任挨拶
� 實石会長、清副会長、大友幹事

NO.23

　皆さんこんにちは、本日は東京ＲＣ水野正人ＰＧにお越し
いただきました。後ほど卓話をいただきます。水野ＰＧ宜しく
お願いいたします。
　本日、水野様をお迎えさせていただきました経緯及び、沼
津ＲＣ創立 70 周年につきまして少しお話をさせていただきま
す。1952年（昭和27年）2月29日創立総会を経て同年3月17日
にＲＩ正式加盟が承認され、わが沼津ＲＣは発足しました。
それから現在まで 70 年の歴史を刻み“職業奉仕”の理想を掲
げてきました。この間チャーターメンバーをはじめ会員各位の
努力により、沼津クラブは滞ることなく発展し続け、地域地区
におきまして、目標となるクラブとなりました。この先も我がク
ラブは80年100年と続き、職業奉仕の理想を求めていくことと
確信いたします。又、クラブにおきまして、多くの仲間と巡り
合い、色 な々活動を経験させていただきましたことに感謝申し
上げます。本来ならば、この記念すべき創立70周年に、多く
の関係者を集め、広くお祝いをするところでありましたが、新
型コロナウィルス蔓延により、本年3月5日に予定しておりまし
た「沼津ロータリークラブ創立70周年記念特別例会」は、中止
という事になりました。誠に残念でありました。然しながら、
特別例会実行委員会の皆様のご努力により「70 年史」の発刊、
「千本をよくする会絵本」の作成、「（公益財団法人）米山梅吉
記念館への基金贈呈」を行う事ができました。更に記念講演
をしていただく予定でした、水野ＰＧの講演を、何とかお聞き
することができないかと考え、関係各位及び水野様のご厚意
により、本日拝聴できる運びとなりました。水野様は沼津Ｒ
Ｃの積ＰＧの同期ガバナーでございます。改めて水野様に感
謝申し上げます。ここ数年新型コロナウィルスにより様 な々事
が普通にできない状態になりましたが、本日周年事業がこの
様な形で開催できました事に、関係各位に感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。又、本日は、会員ＯＢの方や、
特別聴講の皆様をお迎えしての開催となりました。皆様ありが
とうございます。この講演をお聞きになり、少しでもＲＣに興
味を持ち、理解をしていただければと願っておりますので宜し
くお願いいたします。
米山記念奨学生 �マドマン・ソピダ君
ゲスト �水野　正人様（東京ＲＣ）、小暮　朋美様（㈲レ

ディ・シャイ）、藤原　維仁様（㈱フジワラ）、櫻田
龍太良様（㈱スーパーマルトモ）、杉山寿美子様
（㈱サインズアース）、石渡　保宣様（クラブＯＢ）、
服部　哲雄様（クラブＯＢ）
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創立70周年記念講演　未来のロータリーを輝かせよう
東京ＲＣ　　水野　正人様

　沼津ロータリークラブの 70 周年にお祝いを申し上げ
ます。今日に至るまでの発展を支えられた先達の皆様の
ご尽力に敬意を表します。そして今後にご発展を祈念致
します。

　さて、今年1月24日にロシア、プーチン大統領によって
全く理不尽にもロシア軍がウクライナに侵攻しました。
侵攻から 5ヶ月余り経った今も停戦協議が難しい状況
です。
　一日も早く平和な日に戻って欲しいものです。

　世界の情勢を見るにつけ、私たちは物事を俯瞰する必
要があると思います。「木をみて森を見ず」という諺があり
ますが、誠に私たちは物事を部分的に見て間違った判断
を犯すことがあります。そこで本日は「俯瞰」をキーワー
ドとしてお話を致します。
　最も大きなスケールは宇宙です。宇宙に存在する星々
は無数にあり、私たちの太陽がある直径10万光年の「天
の川銀河」でさえ宇宙に漂う無数の銀河の一つでここに
私たちの太陽があります。太陽系第三惑星が私たちの地
球で46億年の長い間に徐々に冷やされ幸運にも水、空
気、土が表面を覆いそこに生態系が生じて、極最近300
万年前に人類が現れたとされています。一万年ほど前に
人類は農業をするようになり集団生活が可能になって
社会が形成されました。
　そこからは人類は加速度的に文明を発展させ、国が自
国の領土の線引きをし始め、多くの争いをしつつ、戦争
が又より高度な科学技術を発展させる皮肉な事にもな
りました。
　20 世紀中ほどから人類は生活を便利にするため化石
燃料の大量消費をして温室効果を生むCO２を大量に
放出し地球温暖化は大きな気候変動を生じ、気温上昇、
局地的集中豪雨や竜巻、海水面上昇などで人類を含む

生態系の絶滅が危惧されています。
　こんな宇宙的にみると小さな天体で人類は戦争をし
て人の命を奪い合ってきました。何とも愚かな事です。

　さて、「平和」が人類最大の願いですが、この平和の上
にくる言葉があります。それは教育です。子供の頃から
の躾を含み、学校での知識や人格形成、考える力、協
調性などを育んでこそ、平和構築の対話ができるのです。
　コロナ禍を多大な苦労で落ち着かせようという時に、
狡猾な独裁者の理不尽な欲望の為に起きた世界的経済
損失を見るとき、私たちは物事を俯瞰的にみて対局観で
対話による平和的解決を図るべきだと思います。

　国際ロータリーでは世界平和の重要性を鑑み、2002年
のロータリー平和フェローシップ・プログラムを創設しま
した。紛争解決、平和維持を学んでいる学生50名を選
抜し2年間の修士号取得奨学金でデューク大学やノース
カロライナ大学を始め世界6大学の平和センターで学び
修士号取得後は平和維持に関するNGO、国連、世界銀
行などで活躍する人材を育成しています。また紛争解決
などの実務についている人達に対しタイのチュラロンコ
ーン大学、ウガンダのマケレレ大学で6ヶ月の短期専門
能力開発修了証を授与し平和維持の現場で活躍する人
材育成をしています。
　平和センターがある世界 6大学の一つが日本の国際
キリスト教大学で、毎年世界から来る 10名の修士号取
得学生を受け入れ平和フェロー育成のお世話をしてい
ます。
　平和構築の奉仕も含めて私達で未来のロータリーを
輝かせたいものです。

　沼津ロータリークラブの益々のご発展を祈念申し上げ
ます。
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　　　　　　6/30（木）は夜間例会（会長幹事慰労会）
沼津柿田川…6/15（水）は6/18（土）最終家族例会
２�．6/4（土）～8（水）ＲＩ国際大会（米国・テキサス州ヒ
ューストン）開催　⇒ 2023 年メルボルン国際大会のご
案内も到着しました　問い合わせは事務局まで
３�．沼津ＲＣ創立70周年記念誌・千本松原歴史冊子　
配布

實石君…①東京ＲＣ水野正人様、本日よろしくお願いい
たします。②本日の聴講ゲストの皆様ありがとうございま
す。ごゆっくりお過ごしください。
積君…水野さん、沼津クラブにようこそ。お話を楽しみ
にしています。
山口君…水野様、本日の卓話をよろしくお願いいたしま
す。
野際君…誕生日のお祝いありがとうございます。
峯村君…本日、孫が2歳になりました。おばあちゃんの白
髪も増えました。
白壁君…妻のお誕生日プレゼントありがとうございます。
今日は一粒万倍日！いつも以上に妻を喜ばせます！
大友君…水野様、本日は沼津ＲＣにお越しいただきあり
がとうございます。卓話よろしくお願いいたします。
恒吉君…千本の清掃遅れて申し訳ありませんでした。
石渡保宣様（クラブＯＢ）…沼津ＲＣ創立70周年おめで
とうございます。退会した者までご招待くださり、ご配慮
に感謝します。
服部哲雄様（クラブＯＢ）…創立70周年、誠におめでとう
ございます。

ロータリーの標語ロータリーの標語

超我の奉仕超我の奉仕
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2022−2023年度 
沼津ＲＣ理事・役員・委員会編成表
理　　　事 役　　　員

理　　　事 清　　マキ 会　　長 清　　マキ
理　　　事 實石　　学 直前会長 實石　　学
理　　　事 大村　愛美 副 会 長 大村　愛美
理　　　事 渡邉　秀一 幹　　事 渡邉　秀一
理　　　事 渡邉　雅昭 副 幹 事 渡邉　真司
理　　　事 細澤　哲哉 会　　計 山本　洋祐
理　　　事 山口　和一 副 会 計 大友　保志
理　　　事 峯村祐紀子 Ｓ Ａ Ａ 峯村祐紀子
理　　　事 山本　洋祐 副ＳＡＡ 大熊　宏幸
理　　　事 森藤　恵二 親睦活動 渡邊洋二郎
理　　　事 塚本　和弘 プログラム 上田　貴彦

常任委員会 小委員会 委員長 副委員長 委　　　　員

クラブ管理運営�
大村　愛美

出　　　席 三好　勝晴 楠木　公一
海野　公彦 米野　博英

親　　　睦 渡邊洋二郎 横溝有美子
村上　綾一 髙原　敏廣 関　　俊裕

会　　　報 望月　美樹 大石　顕志
プログラム 上田　貴彦 今田　孝司

公共イメージ向上�
細澤　哲哉 広報・雑誌 吉野　聖一 白壁　浩之 ＳＮＳ・

ＩＴ関係 村上　綾一 大石　顕志

会員維持増強�
塚本　和弘

会�員�選�考
野際　宏行 積　　惟貞

Ｒ　情　報
会�員�増�強

大友　保志 髙地　尚之
職�業�分�類

奉仕プロジェクト�
山口　和一

青　少　年 野口　陽一 村上　綾一
職�業�奉�仕 白壁　浩之 恒吉　忠雄
社�会�奉�仕 向坂　義次 石川　三義
国�際�奉�仕 太田　昭二 奥村　茂春

財団プロジェクト�
森藤　恵二

Ｒ　財　団 大石　昭裕 渡邉　芳彦
米　　　山 東　　宗徳

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

国際ロータリー第2620地区
地 区 諮 問 委 員 会 委 員 積　　惟貞
地 区 指 名 委 員 会 委 員 積　　惟貞
Ｒ Ｌ Ｉ Ｄ Ｌ 吉野　聖一
米 山 奨 学 生 カ ウ ン セ ラ ー 大村　愛美
米山奨学生 ＭＵＤＭＡＮ　ＳＯＰＩＤＡ（マドマン　ソピダ）

米山梅吉記念館
委 員 渡邉　真司

ソングリーダー
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目
野口　陽一 大石　顕志 白壁　浩之 今田　孝司




