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幹事報告

会長挨拶
第１５２３回例会 会長挨拶
会長 濱田清明
本年度、沼津柿田川ロータリークラブ３５代会長を拝命いたし
ました濱田でございます。一年間宜しくお願い致します。
富士山が世界遺産となってから１年が経ち、静岡を訪れる人も
増加し、我が柿田川湧水も一段と有名になりました。又、世間で
はアベノミクスや、２０２０年東京オリンピック開催決定等で景気が
上昇傾向にあると言われておりますが、あくまでもそれは大都市
で言われております経済傾向の話であり、我々地方都市におい
てはまだまだ感じることが出来ないのではないでしょうか？
静岡県は企業倒産もまだまだあり、人口減少も著しいというの
が現状です。やはり、そういう現状では私たち中小企業への景
気上昇の余波はまだ先のように感じます。皆様の会社ではいか
がでしょうか？
そんな中、私の任期が始まりますが、ここに至るまで幹事の前
田さん、理事役員の皆様、そして事務局の増田さんには、出発
するまでの準備期間において大変お世話になりました。この場を
お借りして感謝申し上げたいと思います。
私の計画につきましてのスピーチは、計画書に掲載しておりま
すので、後程、会長就任挨拶の方で詳しくお話しさせて頂きま
す。
これから一年間、体調管理に気をつけて無事に任期を全うさ
せたいと思っております。
また、会の運営にあたりましては、会員皆様方のご協力があれ
ばこそだと思っております。改めてご協力の程宜しくお願い致し
ます。
恥ずかしながら、私自身、ロータリーに入会してかなりの年月
が経ちますが、今まで真面目にロータリーの勉強をしてきません
でした。これから初心に返り、皆様と一緒に私自身もロータリー
活動の精神を意識して、一年間を過ごしたいと思います。
スピーチも得意ではございませんので、たどたどしいところが
様々なところで出てきてしまうと思います。お聞き苦しい点、お見
苦しい点は、ロータリーの友情を持って暖かく見守って頂ければ
幸いです。何卒宜しくお願い致します。
最後に重ねて皆様のご協力をお願い申し上げます。

■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信７月号 到着
■ 例会変更 ■
＊沼津北ＲＣ
７月２２日(火)→夜間例会
７月２９日(火)→合同例会
８月１２日(火)→裁量休会
■ 週報到着 ■
ありませんでした。

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津北ＲＣ 杉山栄一 様
ビジター 沼津北ＲＣ 鈴木幸彦 様
ビジター 沼津北ＲＣ 大野数芳 様
ゲストはありませんでした。

スマイル報告
杉山栄一様 鈴木幹事共々一年間宜しくお願い
します。
鈴木幸彦様 沼津北ＲＣの幹事となりました鈴木
です。一年間宜しくお願いします。
太田昭二 新年度よろしく！！
岩本義正 新年度よろしく！！
原 修一 本年もよろしくお願いします。
大石昭裕 結婚記念日お祝いありがとう。
髙田 聡 早退します。
伊藤 毅 本年もよろしくお願いします。
伊藤 毅 妻の誕生日祝い有難うございます。
濱田清明 今年も宜しく。
濱田清明 本人誕生日。
濱田清明 菊地さん、伊藤さん、御苦労様でした。
前田 守 今年一年宜しくお願いします。
野口郁夫 今年一年宜しくお願いします。

会長幹事就任挨拶

幹事就任挨拶

会長就任挨拶
２０１４－２０１５年度会長 濱田清明

２０１４－２０１５年度幹事 前田守

皆様、私儀このたび沼津柿田川Ｒ.Ｃ.３５代目の会長を司るこ
とと相成りました。
私自身の R.C.活動を振り返って参りますと、会員の皆様との
親睦を中心に活動を行う、言わば楽しいクラブ活動が主たる、私
自身のスタイルでありました。
しかしながら、会長職を務めるにあたりましてはこれからの沼
津田川Ｒ.Ｃ.の基本的活動方針を皆様にお示し申し上げる立場
となり、これから一年間をどの様に過ごさせて頂くべきかを考えた
次第でございます。
不肖ながら皆様と過ごさせて頂く方針と致しまして、以下四項
目を柱に進めさせて頂きたく存じます。

２０１４-２０１５年度のクラブ幹事を務めさせて頂きます前田守
です。幹事を務めさせて頂くのは３度目となりますが、決して「慣
れている」という感覚はなく、寧ろ運営に於ける緊張感は増して
いるように思います。これから始まる一年間、濱田会長を全力で
サポートして参ります。

項目Ⅰ 会員の退会防止の継続。
又、新会員の増強を視野に入れての活動を進める。
(この事はｶﾞﾊﾞﾅｰ方針でも強く言われている事であり
ます。)
項目Ⅱ ロータリーメンバーの根幹でもある「親睦」に力を入れて
いく事。具体的な案として「夜間例会」の導入と「テーブ
ル会」の復活。これらをする事で会員同士の密接な交
流が計れると共に、項目Ⅰでも掲げております退会防
止に繋がると考えております。
項目Ⅲ 継続的に行っている「柿田川を守ろう」の CD 配布。
この事業は、我がクラブの名前と共に大切な遺産であ
ると考えております。
項目Ⅳ クラブメンバーの詳細な職業紹介の実施
一年を通じ、私自らがメンバーの施設や会社へご訪問
させて頂き、聞き取り取材をし、会長挨拶の際に皆様
の事業内容を紹介する事で、メンバー相互の理解の一
助になれると考えております。
以上の活動を行っていく為には、会員の皆様方のご協力やご指
導が不可欠であると思っております。何卒、宜しくお願い申し上
げると共に会長の所信の言葉（挨拶）とさせて頂きます。

クラブ幹事の責務には、以下の項目があります。
・会員記録を整理し、保管する。
・例会、理事会会合、委員会会合などの諸会合の通知を送る。
・例会、理事会会合、委員会会合の議事録を作成し、保管する。
・会員半期報告書（SAR）をはじめ、RI と地区への提出が義務づ
けられた報告書を作成し、７月１日と１月１日にＲＩへの分担金を
支払う。
・例会の出席を記録し、月ごとの出席率を、毎月最終例会の後１
５日以内に、ガバナーに報告する。
・クラブ役員と協力する。
・幹事によって行われている、その他の通常任務を遂行する。
クラブとしての具体的方針としては、
・柿田川ＲＣ 水保全に関連する事業として「柿田川を守ろう」清
水町の小中学校の卒業生にプレゼントする事業を町役場と共
に作成していく
・予算の関係もございますので実現するかは解かりせんが、ＮＰ
Ｏ活動団体と協力し「グランドゴルフ大会 ミニ大会２回・メジャ
ー大会２回 ※対象を変えることにより広める」することにより柿
田川ＲＣの公共イメージの向上をはかる
等ございます。
会長をはじめ、クラブ管理運営委員会と共に会員の皆様のご
協力を頂きながら、クラブ会員の皆様と公私共に「真の仲間」とし
て絆を深め、今後の沼津柿田川ロータリークラブの発展に邁進
したいと思います。何卒、宜しくお願い致します。

ＲＩ会長テーマ：「ロータリーに輝きを」
ＲＩ会長からのメッセージ
Gary C.K. Huang - Rotary International President-elect
2014-15
ゲイリー C.K. ホァン（黄其光）※台湾の台北ＲＣ会員
２０１４-２０１５年度会長
２０１４年７月
ロータリアンの皆さん、私はロータリーの中に、奉仕や責任の重
要性、家族や他者の尊重といった中華的価値観を見いだしま
す。私は孔子を世界で最初のロータリアンと呼んでいます。それ
は、孔子はロータリーが創立される 2500 年前の人物であるにも

す。私は孔子を世界で最初のロータリアンと呼んでいます。それ
は、孔子はロータリーが創立される 2500 年前の人物であるにも
かかわらず、ロータリーの考え方と彼の考え方が非常によく似て
いるからです。彼の言葉に「與其抱怨、不如改變」（こうそほうえ
ん、ふじょかいへん）という言葉があります。
其(そ)の抱怨(ほうえん)與(よ)り、改變(かいへん)に如(し)かず
※變＞変
言い換えると、「ただ座って暗闇を呪うよりも、ろうそくをともした方
がいい」という意味です。

第２回 理事会報告
①８月の例会プログラムについて
０４日 1526 回 ガバナー補佐期首訪問 ※理事会１１：３０
１１日 1523 回 裁量休会
１８日 1527 回 卓話（会員増強・野口委員長）
２５日 1528 回 →例会変更 ２２日(金)Ｇ公式訪問

この言葉は、世界の問題に対するロータリーの取り組み方を要
約しています。世界には困難なことが山積しており、支援を必要
としている人がたくさんいます。多くの人がこの状況を見て「私が
できることは何もない」と言います。そして彼らは何もせず、何も
変わらないのです。
しかし、これはロータリーの流儀ではありません。ロータリーなら、
ろうそくをともします。私が一本のろうそくに火をともし、あなたが
一本のろうそくに火をともします。そして 120 万人のロータリアン
がそうします。私たちが一つになれば、一人ひとりですることよ
り、ずっと大きなことができるのです。一つになれば、世界を輝か
せることができるのです。

②前会長幹事慰労夜間例会について（7/14･月）
・場所 常盤か小の久で検討中。決まり次第ご案内します。
・予算 会費３０００円
・表彰 前会長幹事＆出席率 現金→伊藤会計
封筒→事務局が用意

２０１４-１５年度、私は皆さん一人ひとりに、皆さん自身のロータリ
ーのろうそくに明かりをともすようお願いします。一緒に「ロータリ
ーに輝きを」与えましょう。

⑤Ｇ補佐期首訪問について（8/4･月）
・詳細をＧ補佐事務局へ確認する。

③会員増強セミナー参加報告について（7/13･日）
・野口委員長より 7/14 例会にて報告
④Ｒ財団セミナー参加・報告について（7/19･土）
・岩本委員長より 7/28 例会にて報告

⑥会員増強退会防止について
・例年どおり。期限は第二例会まで。

「ロータリーに輝きを」もたらす方法は、たくさんあります。私は多
くの皆さんが、「ロータリーデー」を開催して、それぞれの地域
で、ロータリーのことを、そして私たちが行っていることを示してく
ださることを期待しています。ローターアクトクラブやインターアク
トクラブを皆さんの奉仕活動に巻き込んで、ロータリー家族の新
世代をロータリーの会員に近しいものにしてほしいと願っていま
す。そして皆さん方が、ご自身の配偶者や家族を含む新しい会
員をロータリーに誘い、強いロータリーを維持してくださることを
期待しています。

⑦定款・細則・内規の進捗について
・定款は梅田会員チェック済。細則、内規も近々予定。
・梅田会員チェック→理事会チェック→全員で確認予定。
⑧テーブル会について（クラブ管理運営委員会）
・編成は３ヶ月毎に変え、次回はＣ管理運営が編成する。
・テーブル会は１回１万円の補助をします。但し、２テーブル
時は１万円。１テーブル単独は５千円。

「ロータリーに輝きを」もたらすために、私たちができる最も重要
なことは、おそらく、私たちが四半世紀以上も前から行っている
活動、ポリオ撲滅を実現することです。私たちはゴールに限りな
く近づいています。しかし闘い続け、勢いを維持し、「ポリオ撲
滅・エンドゲーム戦略計画」における必要経費と資金との溝を埋
め続けなければ、そこにたどり着くことはできません。

会員慶事
【本人誕生日】
髙田聡会員
濱田清明会員

「ロータリーに輝きを」は、今年度の私たちのテーマですが、単
なるテーマではありません。それは、ロータリーにいる私たちがど
のように世界を見、自分たちの役割を見いだすか、ということで
す。暗闇の中でただ座っているだけでよい人などいないと私たち
は信じています。そうではなく、「ロータリーに輝きを」に向かって
120 万人が一体となるのです。これが私たちの目標であり、皆さ
ん方への私の挑戦です。

【ご夫人誕生日】
伊藤和子様
【結婚記念日】
大石昭裕・彰子様

◆次回例会プログラム◆ 前会長幹事慰労夜間例会
R
出 席 報 告
会員数

１８名

出席計算に
用いた会員数

１８名

出席計算に
用いた出席者

１７名

出席率

94.44%

６月２３日
修正出席率

出席： 古泉・太田・原・野口・前田・岩本 他

計１６名

欠席： 菊地・梅田・冨樫・石井・前澤・中田

計２名

ＭＵ：

計０名

94.44%
中田・大石・前澤・中田 田

