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会長挨拶
第１５５３回例会 会長挨拶
会長 濱田清明
皆さんこんにちは。第１４回目の紹介者は中田真さんです。中
田君は１９７４年６月１４日生まれの４０歳でいらっしゃいます。ご
職業は自動車整備業でマコト自動車工房株式会社の代表取締
役であられます。
中田君の経歴と致しましては平成５年３月に沼津学園高等学
校を卒業され同年４月静岡工科自動車大学校専門学校自動車
整備科に入学、平成７年に卒業されました。専門学校在学中は
勉強よりも実技の方に重点をおき頑張られたそうです。卒業後は
浜松にある板金修理会社に就職され５年間で技術を習得されま
した。その後、沼津に戻り山田自動車へ就職されました。こちら
では今までやってきた自動車整備から板金塗装の技術習得を
目標に仕事をされたそうです。
また、フロントの先輩が会社を辞められたのを機に後任とし２
年間フロントの仕事に着くことになり、材料の仕入れ等、お金の
事にも従事したのでとても勉強になり独立する基盤が出来たとお
話下さいました。
その経験を下に平成１８年長沢にてマコト自動車を立ち上げ
板金塗装の仕事を始められました。平成１９年にご結婚されたの
を機に株式会社として法人化されたそうです。長沢で６年間頑張
り平成２４年に現在の松本に工場を新築し、現在に至られます。
工場新築に際してアクシデントがあったそうで、平成２４年３月に
土地を購入し１０月にオープンする予定でしたが、近隣説明会で
揉めてしまい平成２５年１月にずれ込んでしまったとの事です。
思いもよらぬ事に心労もおありだった事と思います。現在の会社
の業績はいかがですかとお尋ねしたところ、まずまずですとのご
回答を頂きました。中田君は社員を帰した後、一人で夜中まで
仕事をされているそうで、奥様からは本当に夜中まで仕事をして
いるかチェックして下さいと笑ってお願いされましたが、それほど
に自らが頑張られておられ、仕事熱心なのだなという印象を持ち
ました。
中田君のロータリー入会時のお話ですが入会は２０１２年１０
月２６日に入会され現在３年目となります。スポンサーは伊藤毅
君です。初めは消防団の仕事等があり断っていたけれど、伊藤
君のあまりの熱意に負けて入会されたそうです。入会してからは
様々な話を先輩方から聞くことでとても勉強になるし、また夜間
例会やテーブル会でお酒を飲みながら過ごす事が楽しいと仰っ
ておられました。最後に中田君には若い方々の代表として是非
とも頑張って頂きたいと思います。
これで会長挨拶を終わります。
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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
２０１５年４月のロータリーレート １ドル＝１１８円
地区大会ＤＶＤ 到着
国際ロータリー２６２０地区 ４０周年記念誌 到着
２０１４-１５年度 ガバナーノミニー・デジグネート決定 到着
ガバナー月信４月号 到着
＊ロータリーの友事務所より
ロータリーの友４月号 到着
＊富士宮ＲＣより
創立５０周年記念例会出席のお礼状 到着
■ 例会変更 ■
＊御殿場ＲＣ
４月９日(木)→８日(水) 夜間例会～観桜会～
４月１６日(木)、２３日(木) 例会場：東山荘
４月３０日(木)→休会
＊長泉ＲＣ
４月８日(水)→夜間例会
４月２２日(水)→２４日(水) 早朝例会 ＜ＭＵ受付無し＞
４月２９日(水・祝)→祝日休会
＊新富士ＲＣ
４月１４日(火)→音楽会
４月２１日(火)→夜間例会
■ 週報到着 ■
御殿場ＲＣ・長泉ＲＣ

委員会報告
米山梅吉記念館運営委員会
委員長 大石昭裕
５月１４日(木)の米山梅吉記念館移動例会ですが、昨年は全員
で賛助会員となりました。本年はどうするか理事会で検討した結
果、本年も全員で賛助会員となるべく決定致しました。
会員２千円＋クラブ１千円＝１人３千円と致します。次回例会時
にお金を集めますので、ご用意をお願い致します。

ＰＥＴＳ報告

３月２８日(土)に山梨県立図書館にて行われましたＰＥＴＳの報告です。

会長エレクト 梅田欣一
１ 新入会員の方もいらっしゃいますので、まず、ＰＥＴＳとはな
んぞや、という話をさせていただきます。
ＰＥＴＳとは、Presidents-Elect Training Seminar の略で、和訳
すると、会長エレクト研修セミナーのことであり、地区内各クラ
ブの会長エレクト（次年度 7 月 1 日からクラブ会長になる人）
のための、研修・教育を行う情報提供プログラムです。クラブ
会長の能力、知識、やる気を育成することが目的となってい
ます。
２ ３月２８日は、午前８時に、小川さんに迎えに来てもらって、
沼津市五月町の自宅を出発しました。そして、午前１０時００
分頃 会場の山梨県立図書館に到着しました。
３ 当日のタイムテーブルは以下のとおりでした。
受付
午前１０時００分
点鐘
午前１１時００分
本会議１
移動・昼食 午後１２時３０分
分区会議 １３時００分
休憩・移動 １４時００分
講話
１４時１５分
休憩
１５時２０分
本会議２ １５時３５分
点鐘
１６時１５分
４⑴ 本会議１では、野口ガバナーエレクトによる出席者の紹介
の後、岡本ガバナーの挨拶がありました。
岡本ガバナーは、新しい年度になるので、気楽だとおっし
ゃっていた。また、会員増強について。人口の半分は女
性。市場は豊富である、という話や、新入会員をどんどん
入れろ、二流の人も一流に混じれば一流になるなどといっ
た話をされていました。さらに、一般市民に向けたロータリ
ーの広報の必要性を述べておられました。
⑵ その後、野口ガバナーエレクトからの話がありました。野口
ガバナーエレクトのお話は概ね以下のとおりでした。
ガバナー公式訪問は、すべてのクラブで合同例会とさせ
てもらった。史上最小のクラブ訪問数。その分、会長、幹
事会はみっちりやる。
合同例会とする場合のメリット～一緒にやるクラブとの情
報交換が可能。
自己紹介。静岡高校出身。静岡新聞、静岡放送に５年間
勤務していた。会宮者も静岡でもらった。山梨日日新聞、
静岡新聞でも、ロータリーの広報を出してもらった。
次年度ロータリーの新しいテーマは、 Be a gift to the
world ということであり、和訳は、「世界へのプレゼントにな
ろう。」ということだそうです。この和訳は、なんか変ですけ
ど、もうこの和訳は変えようがない、とのことでした。
ＲＩ会長となるラビンドラン氏は、スリランカの人です。
自分の周りにあるもの、自分の命、家族、友人は、すべて
授かり物である。死ぬ前に、なんらかの形で、恩返しをし
てみませんか。会長となったこのチャンスに、ギフトになっ
てみませんか。いやいや会長、幹事になったかもしれない
が、なった以上は、楽しんじゃおうじゃありませんか。という
お話をされていました。その他、ロータリーの戦略計画（長
期計画）をされていましたが、時間がないと思いますの
で、これについては、また、後日お話させていただくことに
なると思います。
５ 分区会議では、次期ガバナー補佐の芹澤貞治様（沼津西ク
ラブ）からお話がありました。当クラブのガバナー公式訪問
は、８月２８日（金）に沼津リバーサイドホテルとなります（沼
津クラブとの合同例会）。My Rotary の活用という話をされ
ました。なるべく多くの会員が、ロータリーのホームページ
から入って、My Rotary に登録してほしいとの話がありまし
た。この件で、５月３１日（日）に第１回ＩＴ推進セミナーとい
うことで、また、山梨に行くことになりました。

幹事エレクト 小川隆洋
■２０１５～２０１６年度 会員負担金（案）
1. ＲＩ人頭負担金 US＄５５／人・年
2. 規定審議会年次賦課金 US＄１／人・年
3. 地区資金負担金 ￥２１,０００／人・年 ※３５歳未満は半額
■２０１５～２０１６年度 地区目標（案）
1. 会員増強 ４９名以下のクラブ 純増１名以上
2. ロータリークラブ・セントラルの利用
3. ロータリー財団への寄付と補助金の説教的活用
4. ロータリー米山記念奨学会への理解と支援
5. ロータリーの公共イメージの向上
6. 各委員会事業への理解と参加
7. RI 会長賞への挑戦
8. 地区大会（１１月６、７日）への参加
9. ２０１８年 END POLIO
10. 国際大会（ソウル２０１６年５月２８日～６月１日）への参加
■年間予定
２０１５年８月１０日(月)12：30
ガバナー補佐訪問 沼津卸商社センター
２０１５年８月２８日(金)12：30
ガバナー公式訪問 沼津リバーサイドホテル
２０１５年９月１２日(土)18：00 予定
創立３５周年記念式典・懇親会 沼津リバーサイドホテル
２０１５年１１月６日(金)午後
会長・幹事 ２６２０地区大会 甲府富士屋ホテル
２０１５年１１月７日(土)
第２６２０地区大会
２０１６年５月２３日(月)12：30
ガバナー補佐訪問 沼津卸商社センター
２０１６年１月予定
沼津４ロータリー合同例会（沼津柿田川ロータリー担当）
２０１６年２、３月予定
沼津西合同例会（沼津柿田川ロータリー担当）

入会式
本日２名の新会員をお迎え致しました。

小早川すみゑ 会員
事業 小早川社会保険労務士
事務所
役職 代表
住所 駿東郡清水町八幡 181-3
澤田ビル１F

徳山明広 会員
事業 明治安田生命保険（相）
役職 沼津支社長
住所 沼津市上土町１４

第１１回 理事会報告

本日のゲスト・ビジター

①５月の例会プログラムについて
０４日 1553 回 祝日休会（みどりの日）
１１日 1556 回 クラブ協議会（３５周年事業について）
※理事会 11:30
１８日 1557 回 →例会変更 １４日(木) 米山梅吉記念館例会
２５日 1558 回 ガバナー補佐期末訪問
※4/25(土)米山梅吉記念館春季例祭

ビジター 沼津北ＲＣ 影島山弘 様
ビジター 沼津ＲＣ 野際宏行 様
ゲストはありませんでした。

スマイル報告

②地区研修協議会について（4/18･土･ｾﾚｽ甲府）
・集合 ７時/野口商店 ７時３０分/沼津駅北口
・参加者 梅田、小川、野口、菊地、川口、岩本、冨樫、安本
荒川、山本、前田、事務局
・二次会 場所／ニューウェルサンピア 会費／５０００円

野際宏行
古泉榮一
古泉榮一
山本 勲
濱田清明
濱田清明
野口郁夫
野口郁夫
小川隆洋
小川隆洋
岩本義正
岩本義正
大石昭裕
大石昭裕
前田 守
前田 守

③早朝例会について（4/19･日･本城山･点鐘７時）
・雨天でも例会は開催するので集合。
・各自準備→軍手、鎌など。 大石委員長→ゴミ袋
④米山梅吉記念館春季例祭について（4/25･土）
・参加 濱田会長、前田幹事、大石委員長、冨樫副委員長
・祝儀 会計より準備
⑤クラブ協議会内容について（5/11･月）
・３５周年記念事業に関しての意見交換。
⑥米山梅吉記念館例会について（5/14･木）
・集合 現地集合
・食事 前回と同じく会館に依頼。
・持ち物 旗、ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ等は事務局準備。
・卓話 大石委員長より打診する。
・賛助金 １人３０００円を寄付（内、１０００円はクラブ負担）
次回例会時に集めます。

伊藤 毅
伊藤 毅
安本 晋
伊藤 毅
菊地勝男

様 いつもお世話になります。
誕生日です。
Ｒ財団へ。
本日、ヒルナンデスにて放送中です。
今月もよろしく。
小早川さん入会おめでとう。
小早川さん入会おめでとう。
徳山さん入会おめでとう。
小早川さん入会おめでとう。
徳山さん入会おめでとう。
徳山さん入会おめでとう。
小早川さん入会おめでとう。
小早川さん入会おめでとう。
徳山さん宜しくお願いします。
川口さんありがとう・・・
新入会員小早川さん、徳山さん宜しく
お願いします。
小早川さん宜しくお願いします。
徳山さん宜しくお疲れ様です。
妻が誕生日です。
結婚記念祝いありがとう。
結婚記念祝いありがとう。

⑦ガバナー補佐期末訪問について（5/25･月）
・お出迎え担当 到着予定時間を確認後、検討。
・会長幹事との事前打ち合わせが必要か確認する。

会員慶事

⑧会員増強について
・本日、小早川すみゑさんが入会致します。
・前澤さんと入れ替えで徳山さんが本日入会致します。
・一人候補者がおり、アタック中。報告できる段階になり次第
お名前も上げさせていただきます。

【本人誕生日】
古泉榮一
【ご夫人誕生日】
髙田優子様
安本あかね様

⑨定款・細則、内規の配布について
・５０部完成。本日配布します。

【結婚記念日】
原修一・五月様夫妻
伊藤毅・和子様夫妻

⑩クラブジャンバー作成時期について（記念事業予算）
・作成中。今月中旬には完成予定です。
⑪その他
・ジャンバー：前回のロゴが剥離しにくい為、前回と同じにし、
アウトライン化したデーターを前田会員から野口会員へ。
・クラブ定款：印刷手配済。

◆次回例会プログラム◆ 卓話
R

出 席 報 告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

出席率

３月１６日
修正出席率

出席： 古泉・太田・野口・菊地・前田・岩本 他

計１７名

欠席： 梅田・中田・冨樫・荒川・山本・荒川・荒川 計４名

２２名

２１名

１７名

80.95%

90.00%
ＭＵ：

髙田・石井・中田・荒川 田

計１名

