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事務局

会長挨拶
第１５６３回例会 会長挨拶
会長 梅田欣一
この度、沼津柿田川ロータリークラブ第３６代会長をつとめさせ
ていただくことになりました。１年間、宜しくお願い申し上げます。
若輩者ではございますが、宜しくお願い申し上げます。
本日は、朝、８時から、日本対アメリカの女子ワールドカップ
決勝戦がキックオフでした。準決勝のイングランド戦もそうでした
けど、子ども達は学校に行かなければならないので、ライブで見
られないのが、とてもかわいそうです。開始３分で２点取られまし
た。結局、５対２でアメリカに敗れました。残念です。
また、韮山反射炉が世界遺産に登録されるというニュースがあ
りました。正式には、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、
造船、石炭産業」（福岡、静岡など８県２３施設）とのことです。
「富士山」（静岡、山梨）、「富岡製糸場と絹産業遺産群」（群馬）
に続き、３年連続ということです。
実は、私は、今年の４月２０日に、平成２６年度静岡県弁護士
会の執行部の慰労会のついでで、韮山反射炉に行っています。
子どもの頃に一度見学に行きましたが、その時は、何が重要な
のかほとんどよく分かりませんでしたが、今では、それなりに歴史
的な重要性を理解できていると思います。
さて、今年度のＲＩ会長のＫ．Ｒ．“ラビ”ラビンドラン氏は、本年
度のテーマとして、「Be a gift to the world（世界へのプレゼントに
なろう）」を掲げています。ギフトと、プレゼントの意味について
は、いろいろあるかと思いますが、これが公式な和訳ということで
すので、宜しくお願い致します。
本年度の当クラブのテーマは、「水保全」と「子ども」ということ
でやらせていただきたいと思います。本年度は、我がクラブは、３
５周年の記念行事もあります。詳しくは、卓話の時間の就任挨拶
で、お話しさせていただきます。宜しくお願い致します。

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津北ＲＣ 清水学様
ビジター 沼津北ＲＣ 内野聡様
ビジター 沼津北ＲＣ 宮路猛様
ゲストはありませんでした。
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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信７月号 到着
＊ロータリーの友事務所より
ロータリーの友７月号 到着
■ 例会変更 ■
＊御殿場ＲＣ
７月２日(木)→名鉄菜館
７月９日(木)→名鉄菜館 夜間例会
７月１６日(木)、２３日(木)、３０日(木)→東山荘
■ 週報到着 ■
富士ＲＣ・御殿場ＲＣ

スマイル報告
梅田欣一
梅田欣一
小川隆洋
小川隆洋
前田 守
前田 守
原 修一
伊藤 毅
濱田清明
野口郁夫
野口郁夫
野口郁夫
岩本義正
太田昭二
小川隆洋
大石昭裕
大石昭裕
梅田欣一
伊藤 毅
川口尚史
濱田清明

一年間宜しくお願いします。
ロータリー財団へ。
一年間宜しくお願いします。
ロータリー財団へ。
今年一年よろしくお願い致します。
ロータリー財団へ。
本年よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
齋藤様、入会おめでとう。
ロータリー財団へ。
新年度よろしく！
新年度よろしく！
齋藤様入会おめでとうございます。
齋藤様入会おめでとうございます。
結婚記念日お祝いありがとう。
齋藤様入会おめでとうございます。
妻誕生日祝いありがとう。
妻誕生日祝いありがとう。
本人誕生日祝いありがとう。

会長幹事就任挨拶

会長就任挨拶

幹事就任挨拶

会長 梅田欣一
この度、沼津柿田川ロータリークラブ第３６代会長をつとめさせ
ていただくことになりました。若輩者ではございますが、宜しくお
願い申し上げます。
今年度のＲＩ会長のＫ．Ｒ．“ラビ”ラビンドラン氏は、本年度の
テーマとして、「Be a gift to the world（世界へのプレゼントになろ
う）」を掲げています。私達一人一人が今もっているものが、何か
しら世界への貢献となり得るものです。まさに奉仕の基本だと思
います。
また、本年度ＲＩ第２６２０地区ガバナーの野口英一氏は、とに
かくロータリーを楽しむことだということを強調されております。
このようなＲＩの基本方針を念頭に置きつつ、我がクラブの特色を
活かしていくために、基本方針を定めたいと思います。
冒頭の会長あいさつでも申し上げましたとおり、今年度は、
「水保全」と「子ども」をテーマにロータリー活動をしていきたいと
思います。
①親睦
クラブとして奉仕の活動をしていくためにも、ロータリーを楽しむ
ためにも、クラブ内での親睦が第一です。濱田会長の基本方針
を踏襲して、夜間例会、テーブル会等を実施していきます。
②会員増強退会防止
昨年度は新入会員も増えて、クラブの活気が出てきております。
引き続き会員増強退会防止に力を入れていきたいと思います。
今年度の目標を立てる時に、濱田年度は純増４名だということが
念頭にありましたので、純増５名を目標とさせていただきました。
なかなか高い目標だとは思いますが、少しでも近づけるように、
野口会員増強委員長を中心として頑張っていきたいと思いま
す。
③「柿田川を守ろう」のＣＤ配布
まさに、我がクラブの特色です。これまでの先輩会長方の方針を
踏襲して、継続事業として行っていきたいと思います。
④子どものための活動
２００９年に実施した中学生に対する法教育の授業を復活させた
いと思います。その他、子供達がそれまでの生活とは違った交
流の場をもてる機会を与えてあげたらと思います。また、ご年配
の方々と子ども達の接する場をもうけることを目的として、グランド
ゴルフ大会を行いたいと思います。
⑤３５周年記念行事について
９ 月 １２ 日（ 土） に３ ５ 周年 記 念式 典 が 予 定 され てお り ま す。
また、９月５日（土）には、米山奨学生を迎えて、柿田川の清掃活
動を行う予定です。そのために、７月２７日の例会には、２５８０地
区の人が当クラブを訪問してくれることになっております。

幹事 小川隆洋
２０１５年―２０１６年度沼津柿田川ロータリークラブの幹事を務
めさせて頂きます小川隆洋です。入会は２年前の菊地会長の最
初の例会で入会式をやってもらいロータリーの目的、四つのテス
トの額をいただきました。私のロータリーの知識は菊地、濱田年
度のそれぞれの会長、伊藤、前田幹事のやってきた活動を見て
きた事を継承し、幹事としての役割を果たしていきたいと思いま
す。
そして本年は沼津柿田川ロータリクラブ３５周年という区切りの
年を迎え、記念式典、記念事業及び４ロータリー合同例会・沼津
西ロータリー合同例会の担当等会員の皆様に協力して頂く事が
沢山ありますので宜しくお願い致します。
クラブの３５周年記念事業の具体的な内容につきましては、３５
周年記念実行委員長太田昭二会員を中心に委員会で決めても
らいますが、今決まっている今年度の予定は以下のとおりです
ので会員の皆様の参加協力をお願い致します。

一年間宜しくお願い申し上げます。

９月５日（土）PM１：００ 米山奨学生と共に柿田川公園清掃事業
９月１２日（土）PM４：００ ３５周年記念式典
１月１８日（月）PM６：３０ ４クラブ合同例会 ホストクラブ
２月２１日（日） IM ホストクラブ沼津西 RC
３月１４日（月）PM６；３０ 沼津西 RC 合同例会 ホストクラブ
※地区補助金プロジェクト 申請事業
「木製テーブルとベンチを総合運動公園に設置」
※グランドゴルフ大会 参加協力
※水保全に関連する事業
「柿田川を守ろう」CD 小学生にプレゼント
※柿田川公園看板設置
※職業奉仕事業として専門資格者による事業、中学生に対する
法教育授業
この他にもロータリーの公共イメージの向上を目指すためにロ
ータリー以外の方達とも関係をもつ意味で外部卓話を予定して
おります。
委員長の方々との連絡を密にしていき、事業内容を楽しく、参
加して良かったと言えるような活動をして行きましょう。
会員の皆様１年間宜しくお願い致します。

入会式
第２回 理事会報告
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①８月の例会プログラムについて
０３日 1567 回 卓話（会員増強委員会） ※理事会１１：３０
１０日 1568 回 ガバナー補佐期首訪問
１７日 1527 回 裁量休会
２４日 1569 回 外部卓話（衆議院議員 細野豪志様）
３１日 1570 回 →例会変更 ２８日(金)Ｇ公式訪問
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②前会長幹事慰労例会について（ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会）
・場所 登喜和（三島市広小路町 1-41）
・会費 ５０００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
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③Ｇ補佐期首訪問について
・お出迎え 濱田前会長
・訪問人数、スピーチの時間等は事務局より問い合わせる。
④会員入会について（会員増強退会防止委員会）
・本日、齋藤悦生さんが入会します。（理事会承認）
⑤外部卓話について（幹事）
・卓話 13：00～13：30
・訪問人数等、詳細は幹事より確認していただく。
⑥９月５日「(仮称)米山奨学生柿田川清掃体験」について
（35 周年記念実行委員会）
・参加者 奨学生約２５名＋ﾎｰﾑｶｳﾝｾﾗｰ＆ﾛｰﾀﾘｱﾝ約３５名
・当日は全員出席でお願い致します。
・理事会は１２：００～地域交流センターで行います。
・参加者の名簿を今月中旬迄にいただき、内容によりお呼び
する方を検討します。

会員慶事
【本人誕生日】
髙田聡会員
濱田清明会員
荒川康博会員

⑦３５周年記念式典・懇親会について（実行委員会）
・今までの打ち合わせ内容をプリントにて配布。
⑧３５周年記念事業について・地区補助金申請事業
（奉仕プロジェクト委員会）
・ジャンバー 米山奨学生の事業が急遽加わった為、３５周
年予算ではなく、濱田年度から支出する事となりました。
・木製テーブルベンチセット 太陽の丘にて見積り済。総合
運動公園へ設置予定。窓口は体育館となります。

【ご夫人誕生日】
荒川知栄子様
川口靖奈様
伊藤和子様
徳山宏美様

⑨会員増強について（会員増強退会防止委員会）
・目標５名

【結婚記念日】
大石昭裕・彰子様

⑩その他
・濱田年度の事業であるテーブルベンチセットは、６月２９日
に柿田地区児童公園へ寄付しました。

◆次回例会プログラム◆ 前会長幹事慰労会＆齋藤会員歓迎会
R
出 席 報 告
会員数

出席計算に
用いた会員数

２１名

２１名

出席計算に
用いた出席者

１７名

出席率

80.95%

６月２２日
修正出席率

出席： 古泉・太田・原・野口・菊地・前田 他

計１７名

欠席： 髙田・中田・荒川・徳山

計４名

ＭＵ：

計０名

72.27%

