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第１５８１回例会 会長挨拶
会長 梅田欣一
みなさん、こんにちは。早いもので、もう１２月です。
本日は、半期報告がありますが、改めてこの約半年間の自分
のスケジュールを見ていたら、やばいなという気持ちになってし
まいました。
それは、私自身が沼津の弁護士会の建替問題で時間が割か
れていることと、ロータリーでも、会長幹事などが出席しなければ
ならない会合がいかに多いかということです。
ただ、会長をされた先輩方のお話しによると、忙しい行事はほ
とんど前期に集中していて、後期は、次の年度の会長幹事が忙
しいのだということを聞いておりますので、次年度会長幹事の大
石さん、安本さん、健康に気をつけてがんばってくださいね。私
の年度はまだ半分が終わってませんが。
私は、年明け以降は、業務に邁進して、自分自身の職業奉仕
にウエイトを置いていきたいと思います。
さて、ロータリーの友１２月号から記事を一つ紹介します。
縦書きの２６ページです。
継続は力なり 水辺の清掃活動 ＜新潟南ＲＣ＞
川と海に囲まれた新潟市で、海岸や川辺の清掃奉仕活動を
続けている。今年は新潟西港内の観光拠点施設「ピアＢａｎｄａｉ」
周辺で会員、家族、ローターアクター、米山奨学生が参加し実
施した。回を重ねるたびにごみの量が減っていると実感。継続し
た活動の成果として、「ごみは出さない、捨てない、持ち帰る、い
つもきれいに」の意識が地域に浸透してきたとクラブでは考えて
いる。（８月２３日 第２５６０地区 新潟県）
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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１２月号 到着
＊ガバナー補佐事務所より
ＩＭ開催に際しご協力のお願い 到着
＊バギオ基金より
２０１４年度事業報告書、基金へのご寄附のお願い 到着
■ 例会変更 ■
＊御殿場ロータリークラブ
１２月３日(木)、１０日(木)、２４日(木)→東山荘本館
１２月１７日(木)→夜間例会
■ 週報到着 ■

御殿場ＲＣ・新富士ＲＣ・富士山吉原ＲＣ

委員会報告
クラブ管理運営委員会
委員長 大石昭裕
本日の例会後に４ＲＣ合同例会の打ち合わせを行いますので、委
員会の会員はお手数ですがお残り下さい。

奉仕プロジェクト委員会
委員長 菊地勝男
先日のふれあい広場の収益金５３,６５０円のうち５万円を、本日社
会福祉協議会へと寄付致します。

会員慶事
【本人誕生日】
伊藤毅会員
【ご夫人誕生日】
野口容子様
菊地美佐子様
【結婚記念日】
ありません

次年度理事発表
◆２０１６－２０１７年度 理事発表
指名委員会 大石昭裕
大石会長・安本幹事・前田副会長・川口副幹事
山本理事・川口理事・小川理事・梅田理事
徳山会計
野口クラブ研修リーダー

会長幹事半期報告

会長 梅田欣一
今年度は、私とロータリー財団委員会委員長の岩本さんが出
席した８月２３日に地区ロータリー財団セミナーで、当クラブの財
団に対する寄付金が他のクラブと比較して非常に少ないことを
知ったため、以後、毎月第１例会にて、ロータリー財団に１人１０
００円の寄付をしていきましょうと呼びかけたところ、多くの会員の
皆さまにご賛同いただいております。
会員増強・維持につきましては、期首から現在までは現状維
持の状態ですが、予断を許さない状況です。引き続き、会員維
持・増強を図っていきたいと思います。
現在までの私の会長もしくは会長エレクトとしての活動、行事
は以下のとおりです。
記
３月２８日 ＰＥＴＳ ＠甲府市
４月１８日 地区研修協議会 ＠甲府市
４月２５日 第１回会長幹事会 ＠ニューウェルサンピア沼津
５月２１日 富士山吉原ＲＣ ６０周年記念式典 ＠富士市
６月１３日 第２回会長幹事会 ＠ニューウェルサンピア沼津
６月２１日 地区会員増強維持セミナー ＠甲府市
７月 ６日 前年度会長幹事慰労会 ＠登喜和（三島市）
８月１０日 ガバナー補佐期首訪問
８月２３日 地区ロータリー財団セミナー ＠グランシップ静岡
８月２４日 外部卓話 細野豪志氏
８月２８日 ガバナー公式訪問 沼津クラブとの合同例会
＠沼津リバーサイドホテル
８月３０日 地区青少年交換事業「派遣学生報告会＆受入学生
ホームカントリー紹介」＠東山荘（御殿場市）
９月 ５日 ＲＩ第 2580 地区・第 2620 地区 米山奨学生「柿田川
公園」奉仕作業
９月１２日 米山梅吉記念館 秋季例祭 ＠米山梅吉記念館
当クラブ３５周年記念式典 ＠沼津リバーサイドﾎﾃﾙ
１０月２５日 沼津４クラブ合同ゴルフコンペ ＠新沼津ＣＣ
１１月 ３日 シニア＆ジュニア ペアグランドゴルフ大会
＠セレステ（沼津市足高）
１１月 ６日～７日 地区大会 ＠甲府市
１１月１６日 清水町ふれあい広場
１１月２９日 沼津北ＲＣ ５５周年記念式典 ＠沼津ＲＳホテル
１２月 ７日 社会福祉協議会 寄付金贈呈式

幹事 小川隆洋
沼津柿田川ロータリークラブに入会させて頂き２年経ち、３年
目から幹事を務めさせて頂き半年が経ちました。幹事の役割、ク
ラブ例会、理事会会合、委員会会合の議事録を取る等の役割が
できているかという点では、会長、事務局さんに助けてもらって
やっている事と、Ｍy Ｒotary の活用が得意な分野ではないと思
い、使いこなせている段階ではないので、残り半期で何とかしな
ければと思っています。
あと、例会の出席率が前年度に比べて若干下がっているよう
に思われますので、メークアップの活用を会員の皆様と考え、他
クラブの例会に出席して自分たちクラブとの違いをみつけてより
一層楽しい例会になるようにしていきましょう。
会員の状況は今日現在現状のままですが、予算の面では予
定通り進んで心配はなく、３５周年記念式典、祝宴も会員皆様方
の協力の元、決算も無事終了しました。
残り半期まだまだ４ロータリー合同例会、ＩＭ等事業が残って
おりますので皆様のご協力を切にお願いし、半期報告とさせて
頂きます。

寄付金贈呈
先日のふれあい広場の収益金５３,６５０円のうち５万円を、社会福
祉協議会へと寄付致しました。
贈呈式へは社会福祉法人・清水町社会福祉協議会の眞田謹吾
会長にお越しいただき、梅田会長よりお渡し致しました。

表彰
第７回 理事会報告
会員増強達成として、野口会員と菊地会員へ表彰バッジが授与さ
れました。（小早川会員と齋藤会員の入会によるものです）

①1 月の例会プログラムについて
０４日 1585 回 →例会変更 新年夜間例会 点鐘 18：30
※理事会/17:30
１１日 1586 回 祝日休会（成人の日）
１８日 1586 回 →例会変更 ４ＲＣ合同夜間例会 点鐘 18：30
２５日 1587 回 卓話（職業奉仕委員会／菊地委員長）
②クリスマス家族例会について（12/26･土･18:30）
・場所 ヌーヴォサンス
・会費 ３千円（クラブから５千円）、ご家族無料。
・催し物 ビンゴ大会（一人２千円程度の品を家族分）
・交通 各自
③新年夜間例会について（1/4･月･点鐘 18:30）
・場所 丸平 三島 ・会費 ５千円（クラブから３千円）
・交通 各自
④４ＲＣ合同例会について（1/18･月･沼津 RSH）
・集合 １７：３０ ・予算 ８千円（クラブ負担）
・催し物 フルート演奏
・新会員紹介 安本、荒川、山本、小早川、徳山、齋藤

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津ＲＣ 野際宏行 様
ゲストはありませんでした。

⑤職業奉仕委員会例会及び事業について
・1/25 の卓話は職業奉仕をより理解できる内容を予定。
・模擬裁判は一校から消極的な返答でしたので、もう一校に
打診してみます。（役場のこども教育課を通して打診予定）
⑥３５周年記念誌ついて
・原稿提出者８名。未提出者は早急にお願いします。

スマイル報告

⑦ＲＩ国際大会ソウルについて
・Ｇ事務所より２名出席の割り当て有り。
・大石会員が検討。出席時は登録料等はクラブ負担とする。

野際宏行様 いつもお世話になります。
梅田欣一 ロータリー財団へ。
小川隆洋 ロータリー財団へ。
濱田清明 ロータリー財団へ。
濱田清明 今月もよろしく。
山本 勲 ロータリー財団へ。
古泉榮一 ロータリー財団へ。
小早川すみゑ ロータリー財団へ。
安本 晋 ロータリー財団へ。
大石昭裕 ロータリー財団へ。
野口郁夫 ロータリー財団へ。
野口郁夫 妻の誕生日です。
前田 守 ロータリー財団へ。
川口尚史 ロータリー財団へ。
菊地勝男 妻の誕生日祝いありがとう。

⑧会員増強退会防止について
・候補者一名。報告できる段階になりましたら発表します。
⑨ＩＭについて（2/21･日･N ｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津･点鐘 13 時）
・登録 12/1 現在の在籍数×１万円 ・交通 各自
⑩沼津ＲＣインターアクトクラブ認証伝達式
・日時 ２月１４日(日) １３：３０～ ホテル沼津キャッスル
・招待 梅田会長と小川幹事 → 出席で承認
⑪その他
・議題 継続事業への川柳と作文を提出してくれた子供達
へは昨年同様に一人一冊ノートのお礼ではどうか？
→承認

◆次回例会プログラム◆ クラブ協議会（各委員会委員長半期報告）
R
出 席 報 告
会員数

２１名

出席： 古泉・太田・原・菊地・野口・梅田

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

２０名

１５名

出席率

75.00%

１１月２３日
修正出席率

欠席： 伊藤・中田・荒川・徳山・岩本

計１５名
計５名

84.21%
ＭＵ：

川口・濱田

計２名

