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当クラブは昨年、創立３５周年を迎えましたが、現会員総数の
半数以上の１０名が入会５年未満の「若い」クラブです。一時期
の大幅会員減を会員の熱意と協力により乗り越えたとは言え、そ
の時の反動がいびつな会員構成として後を引き、将来的なクラ
ブ運営を考えた時の新たな課題となってきています。
そこで今年度理事・役員は将来を見据えて若い陣容で構成す
ることとし、各委員会も経験者に副委員長になっていただきサポ
ートをお願いする体制としました。更には、既存の委員会の下に
小委員会、必要に応じて検討委員会等を設置することにより多く
の情報・意見を取り交わし、活動しながら会員相互の親睦・知識
を高めていくよう運営していきたいと考えています。まずは４委員
会を設置しましたが、今後必要とあればさらに設置し、クラブの
活性化につなげていきたいと思います。
さしあたり急ぎ取り組まなければならないのが９月に行われる
第２５８０地区・２６２０地区米山記念奨学委員会と合同で行う「柿
田川外来種駆除作業」に向けた準備です。昨年に続き２回目と
なりますが今年は当地区が正式に地区行事として参加します。
「社会奉仕」に加えて、今まで当クラブが積極的ではなかって
「青少年奉仕」「国際奉仕」の側面もあり大きなプログラムになりま
す。昨年の反省を踏まえて両地区と打ち合わせを行う予定で
す。
他にも柿田川・本城山公園の保全活動、清水町内児童公園
へのテーブルベンチ設置、「柿田川を守ろう」CD 作成配布、アス
ロクラロ主催「シニア＆ジュニアグランドゴルフ大会」の協賛、参
加などのプログラムがあります。これらの活動を紹介するために
今年度は「Facebook 活用検討委員会」を立ち上げます。従来の
マスコミ、町広報に加えてＦＢを活用し、当クラブの活動はもとよ
り他ロータリークラブの活動をアップし幅広くロータリーそのもの
の認知を広めていきたいと考えています。個人情報や肖像権の
リスクも考量しながら運営しなければなりませんが、早急に検討
を重ね活用していきたいと考えています。単に広報だけではな
く。ＦＢを見ることにより関心を持ち、仲間になりたいと思う方もい
るかもしれません。会員増強につながる可能性もありますので既
にアカウント登録しているクラブを参考にしながらより良いものに
していきます。
この１年間皆様のご協力をお願い致します。

ジョン Ｆ.ジャーム
生子 哲男
大石 昭裕
安本 晋
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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊国際ロータリー日本事務局より
２０１６年７月のロータリーレート １ドル＝１０２円
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信７月号 到着
野口ガバナーよりお礼状 到着
米山梅吉記念館委員会 運営小委員会 委嘱状 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
＊沼津ロータリークラブより
認証状伝達式の記念誌 到着
＊２０１６-２０１７年度 渡邉英昭 地区幹事より
地区研修・協議会報告書 到着
■ 例会変更 ■

ありません

■ 週報到着 ■

沼津ＲＣ・御殿場ＲＣ

会員慶事
【本人誕生日】
濱田清明
荒川康博

【配偶者誕生日】
荒川知栄子様
川口靖奈様
伊藤和子様
徳山宏美様

【結婚記念日】
大石昭裕＆
彰子ご夫妻

会長幹事就任挨拶

会長就任挨拶

幹事就任挨拶
会長 大石昭裕

２０１６－２０１７年度が始まりました。
本日は沼津北ＲＣより鈴木会長、影島幹事がお見えになって
おります。ようこそいらっしゃいました。更にはビジターとして４名
の方がわざわざ例会に足を運んで来てくれました。「１１会」のメ
ンバーです。「１１会」というのは２０１１－２０１２年度の沼津市内４
ＲＣの会長・幹事８人が相変わらず定期的に顔を合わせ飲んだ
くれる会です。この８人が協議の上に協議を重ね、十数年ぶりに
沼津４ＲＣ合同例会を復活させました。
この年の３月に東日本大震災があり、合同で何かできないかと
話を始めたのがきっかけでした。話し合いは決して順調ではな
く、個性のぶつかり合いや各クラブ内の意見調整が難航し、決
定事項が白紙に戻されたりすることもしばしばありました。４ＲＣ
合同例会はご存知のようにその後も継続して行われています
が、例会に参加する都度、当時を思い出すのは私だけではない
と思います。
初めての顔合わせから５年が経ちますが「１１会」があったから
こそロータリーを続けてこられたと自分では思います。他クラブの
運営や活動、ロータリアンとしての心構え等、多くの事を学び刺
激を受けてきました。単なる呑兵衛の集まりではなく、ロータリー
で云うところのまさに「親睦」そのものだと。親睦には趣味の集ま
り、スポーツ、旅行、飲み会とかがありますが、最も効果的なのは
一緒に行動・活動する、奉仕する事が基本ではないでしょうか。
今年度ＲＩ会長のジョン・Ｆ・ジャーム氏は「人類に奉仕するロ
ータリー」をＲＩテーマに掲げました。「ロータリアンが集う一番の
理由は、最も大切な目標、すなわち奉仕のためです。ロータリー
の初期から、人類への奉仕はロータリーの礎であり、主な礎とな
ってきました。今日の世界で意義ある奉仕を行う最善の道はロー
タリー会員になることである。」と説いています。また、「私たちが
目指すのは、単にロータリアンの数を増やすことではなく、ロータ
リーによる善き活動をより多く実現させ、将来にロータリーのリー
ダーとなれるロータリアンを増やすことです。」とも説いています。
魅力ある活動や社会奉仕は地域社会において、クラブの魅
力や関心を高めます。これはクラブの会員増強にも直接的に繋
がります。後ほど述べさせていただきますが、今年度はクラブの
行事には全員が参加出来るように、けっして傍観者を作らぬよう
にしていきたいと思います。
今年度第３７代会長という重責を担わせていただくことになり、
身の引き締まる思いです。多々至らぬ点があるかと存じますが
皆様のご指導、ご協力を賜り魅力・活力あるクラブにしていきた
いと考えておりますので、この一年間よろしくお願い致します。

幹事 安本 晋
歴代最もロータリー経験が若い私の幹事職がはじまりました。
本日は私がロータリーに入会して最多の例会出席者であると
共に、あと１人で全員出席となる大変嬉しい日となりました。会員
数は少し減ってしまいましたが、これも濱田年度、梅田年度と続
いた会員間の親睦が進んでいった成果だと考えております。
今年度は、より多くの会員に当クラブの活動に関与していただ
くことを方針とし、各会員のロータリーへの参加の熱意をうまく反
映させ、大石会長を最大限サポートして会長の方針、目標の達
成に全力を尽くしていきたいと考えております。
とにかく未熟な幹事ですが、今日までの会員の皆様からのサ
ポートに感謝すると共に、今後におきましてもできないこと、わか
っていないことばかりの幹事に対してご支援やご鞭撻やご指摘
をお寄せ戴きたいと思っております。
それでは一年間よろしくお願い致します。

委嘱状

２０１６－２０１７年度の米山梅吉記念館運営小委員会 委員と
して、濱田清明会員へ委嘱状が届きました。

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津北ＲＣ
ビジター 沼津北ＲＣ
ビジター 沼津西ＲＣ
ビジター 沼津西ＲＣ
ビジター 沼津北ＲＣ
ゲスト 町田勇司 様

鈴木幸彦
影島山弘
宮島賢次
杉山真一
影山恒義

第２回 理事会報告

様
様
様
様
様

①８月の例会プログラムについて
０１日 1610 回 前会長幹事慰労夜間例会
１８日 1611 回 外部卓話（第２５８０地区 米山奨学委員会
須藤仁委員長） ※理事会/11:30
１５日 1605 回 裁量休会
２２日 1612 回 →例会変更 ２６日(金) Ｇ公式訪問＆Ｇ補佐
クラブ訪問第２回、沼津ＲＣ合同例会
２９日 1613 回 Ｃ協議会（柿田川外来種除去作業について）
②前会長幹事慰労夜間例会について(8/1･18:30)
・場所 王味 沼津市柳町１－５６
・会費 ５千円

スマイル報告

③外部卓話について（8/8）
・卓話者 第２５８０地区 米山奨学委員会 須藤仁委員長
・例会終了後に須藤委員長と高橋副委員長と打ち合わせ。
会長、幹事、実行委員会、それ以外もお時間のある方は
御参加をお願いします。

鈴木幸彦様 沼津北ＲＣの本年度の会長幹事を
宜しくお願いします。
影山恒義様 大石会長一年間宜しくお願い致し
ます。
大石昭裕 一年間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。
大石昭裕 ロータリー財団へ。
大石昭裕 米山奨学会へ。
齋藤悦生 ロータリー財団へ。
太田昭二 今年度もよろしく。
太田昭二 ロータリー財団へ。
古泉榮一 ロータリー財団へ。
野口郁夫 本年度もよろしくお願いします。
濱田清明 ロータリー財団へ。
濱田清明 誕生日。
荒川康博 誕生日です。
荒川康博 ロータリー財団へ。
梅田欣一 ロータリー財団へ。
小川隆洋 ロータリー財団へ。
前田 守 ロータリー財団へ。
前田 守 今年一年よろしくお願いします。
川口尚史 ロータリー財団へ。
川口尚史 嫁誕生日。
伊藤 毅 今年もお願いします。
伊藤 毅 妻の誕生日。
安本 晋 ロータリー財団へ。
安本 晋 一年間よろしくお願いします。
徳山明広 妻誕生日。

④沼津ロータリークラブ合同例会について（8/22）
・クラブ管理運営委員会は１２時迄に集合。
⑤「柿田川を守ろう」ＣＤ作成委員会について
・委員長/伊藤 副委員長/野口 委員/前田、徳山
・四季の写真も入れたいので早急に委員会を開催して、年間
スケジュールを立てる。
⑥米山記念奨学会合同事業実行委員会について
・委員長/川口 副委員長/古泉 委員/梅田、中田、小川、
徳山、齋藤、荒川、坪内
⑦Facebook 活用委員会について
・委員長/齋藤 副委員長/前田 委員/伊藤、小川、坪内
・早急に委員会を開き、意見交換して検討する。
⑧補助金事業について
・１６９，４００円の支給予定。
・胴付長靴２０着、テーブルベンチセット３基、手配済み。
・贈呈式は日程調整中。前回と同じ場所予定。
⑨マイロータリー登録推進について
・齋藤委員長より、未登録の方に個々に当たって対応。

◆次回例会プログラム◆ 各委員会委員長就任挨拶
R

出 席 報 告
会員数

１８名

出席： 古泉・太田・野口・菊地・前田 他

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

１７名

１６名

出席率

94.12%

６月２０ 日
修正出席率

計１６名

欠席： 中田

計５名

ＭＵ：

計０名

80.00%

