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会長挨拶

幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
２０１７年４月のロータリーレート １ドル＝１１６円
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
＊富士宮ロータリークラブより
ＩＭ報告 到着
■ 例会変更 ■
＊長泉ロータリークラブ
４月１９日(水)→早朝例会＜サインＭＵ無し＞
５月３日(水)→祝日休会＜サインＭＵ無し＞
５月１７日(水)→移動例会

第１６３８回例会 会長挨拶
会長 大石昭裕
昨日の地区協議会に出席していただいた皆さん、お疲れ様
でした。次年度に向けての準備もいよいよ本格化してきました
ね。後ほど参加者の皆さんから報告がありますが、今日の静岡
新聞の朝刊に地区協の記事が載っていたのでご紹介します。
静岡、山梨両県をエリアとする「国際ロータリー第２６２０地区」
の研修・協議会が２日、焼津市内で開かれた。約千人が出席
し、「世界ポリオ（小児まひ）デー」プロジェクトを立ち上げ、独自
の募金活動などを行う次年度の活動方針を確認した。同市の焼
津文化会館で開かれた本会議で、次年度のトップガバナーに就
任する松村友吉ガバナーエレクト（焼津ロータリークラブ）は「グ
ローバル化やＩＴ化する中で、環境が大きく変化している。会員
一人一人が未来のロータリーについて考え、研修に臨んでほし
い」と呼びかけた。同所や市内のホテルで分科会を開き、ロータ
リーの会員増強やイメージアップに向けた計画を協議した。
以上です。

■ 週報到着 ■
沼津西ＲＣ

委員会報告
米山梅吉記念館運営委員会
委員 川口尚史
本日、賛助会費２千円集めますので皆様ご用意お願いします。
春季例祭は、４月２２日(土)１４時からです。今年の講師は神奈
川県立保健福祉大学 名誉学長の阿部志郎氏で、演題は「愛さ
れて生き、生きて愛する」です。アトラクションはプロピアニストの岸
ミツアキ氏によるジャズ演奏。懇親会では講師や全国ロータリアン
との情報交換と懇親です。
登録料は無料ですので、みなさん是非ご参加下さい。
次年度会長より
次年度会長 前田 守
本日、次年度の理事役員編成表を配布致しました。その中でＩ
Ｍ実行委員会の委員で野口会員とありますが、梅田会員の誤りで
す。訂正をお願い致します。

地区研修・協議会報告

今年は焼津ロータリークラブがホストとなり、松村友吉ガバナーエレクトの下、開催されま
した。

次年度ガバナー補佐 太田昭二
２０１７-２０１８年度地区目標の重点目標３
ロータリー公共イメージの向上とＥＮＤ ＰＯＬＩＯへの支援。世界
ポリオデープロジェクトの実施（９月１日～１０月２３日）。この期間
にＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＰＲと募金活動をする。沼津４ロータリークラブ
合同でサントムーンでやらないかと話しが出ました。
１０月２４日(火)の世界ポリオデーに合わせて、静岡・山梨両県
でロータリークラブＰＲ新聞全面広告掲載。
５月１８日の移動例会に、ＩＭの講演講師の石橋正男さんがメ
ークアップに来られます。午前１１時４８分のひかりで三島駅着で
す。川口会員が出迎えに行きます。例会卓話をしていただき、
終了後にＩＭの打合せを行う。全員の出席をお願いします。
伊藤毅会員
社会奉仕委員会では本年８月２７日に開催予定の社会奉仕
セミナーの内容報告がありました。今回は外部講師「荒川祐二」
様をお招きして「１００万人のＧＯＭＩ拾い」と題しまして講演頂くこ
と、クラブの活動報告として事例発表を２クラブ、沼津柿田川ロ
ータリークラブと、市川大門ロータリークラブが行うとの発表があ
りました。
また、分科会出席者から所属クラブが行なっている社会奉仕
活動の報告発表がありました。

安本晋会員
地区協議会に参加してまいりました。私は、職業奉仕委員会
の分科会に参加しました。
志田パストガバナーと宮城島現職業奉仕委員長がそれぞれ
卓話を行いました。職業奉仕をどのように位置づけるかということ
のお二人の見解が全く違っており、それぞれの立場から、面白く
話を聞くことができました。
平成３０年１月２０日に職業奉仕セミナーが開催される予定
で、会長幹事職業奉仕委員長新会員が対象です。よろしくお願
い致します。

大石昭裕会員
今回初めて国際奉仕部会に出席しました。他クラブではどん
な取り組みをしているのか関心があり、情報を集めようと思いまし
たが・・・委員会としての活動は、一年かけて各ＲＣにアンケート
調査・聞き取りを行い、どこのＲＣがどのような活動をしているの
か集計し、開示できるよう取り組むようです。活動するにあたり当
然資金が必要になりますが、Ｒ財団のグローバル補助金を活用
するよう話が出ましたが、実際には申請手続きが難しく、申請し
ても却下されるケースが多く、不満を唱えるＲＣがかなりありまし
た。また、海外と姉妹クラブを締結するにあったっても、見直しが
できるような条項を盛り込むことが必要との声もありました。

次年度会長 前田 守
会長・幹事部会へ出席してまいりました。概ね先日行われたＰ
ＰＥＴＳと同様のお話でした。
ＲＩ会長 「次年度のクラブ目標を立てるにあたり、クラブの運
営と奉仕のバランスを考え、クラブとしての特色をどう出していく
かが重要である」 と話されておりました。
松村友吉ガバナーエレクト 「ポールハリス氏と米山梅吉氏は
二人とも同じような境遇であったのではないか。そして、二人とも
仲間を作りたかったのではないかと私は思う。」
分科会
・公共イメージ向上委員会は、今後クラブにとって重要な位置づ
けとなる。
・ロータリークラブセントラルの活用も戦略計画の一つであり、目
標入力を７月１日までに完了
・MyRotary の活用 MyRotary は情報の泉 しっかり除く
・世界ポリオデー１０月２４日 ※高野パストガバナーより、「目
的、目標、成果」の経緯を残す。
会場より質問
・なぜ今更ポリオなのか？ なぜ年度ごとに方針が変わるのか？
回答：ＲＩの戦略計画（３ヶ年計画）の方針に沿って行っている
が、具体的目標がその年度のガバナー、クラブ内でもＰＤＣＡサ
イクルを回す。
会員増強
地区ガバナーは数値目標を提示しなので、各クラブで具体的数
値目標を立ててもらう
・ロータリークラブの知名度向上「ライオンズクラブは知っている
がロータリークラブは知らない」
・「ロータリークラブって何している団体？」と聞かれた場合、どれ
だけ明確に答えられるか？ ※ＲＩでアニメーションを作成
・入会から３年以内が退会する会員が多い ※「なんだこんなも
のなのか」と思わせない魅力あるクラブづくり。
クラブ運営
・会長、幹事がクラブ引っ張っていかなければならない。
・それぞれのクラブで特徴を持った運営を心がける
次年度幹事 川口尚史
会長幹事部会、公共イメージ向上、会員増強、事務局部会に
参加し、会長幹事部会では何もなく終わりました。
今年度は公共イメージ向上として、ポリオに関して力を入れて
いくとのことで、色々なツールを作成し配るとのことでした。
クラブとしても今年度は街頭募金などの計画を立ててやって
いきます。

第１１回 理事会報告

本日のゲスト・ビジター
ビジター 沼津北ＲＣ 木村智昭様
ゲストはありません。

①５月の例会プログラムについて
０１日 1638 回 裁量休会
１８日 1642 回 クラブ協議会（地区目標について）
※理事会 11:30
１５日 1643 回 →例会変更 １８日(木) 米山梅吉記念館例会
２２日 1644 回 Ｇ補佐第５回訪問（卓話・事業実施実績確認）
２９日 1645 回 →例会変更 ２８日(日) 早朝例会(本城山)

スマイル報告

②外部卓話について(5/8)
・年間プログラムを変更してクラブ協議会とする。

木村智昭様 お世話になります。
石川征雄 早退します。
太田昭二 米山記念奨学会へ。
太田昭二 ロータリー財団へ。
古泉榮一 誕生日ありがとう。
古泉榮一 ロータリー財団へ。
古泉榮一 米山記念奨学会へ。
大石昭裕 米山記念奨学会へ。
大石昭裕 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。
野口郁夫 ロータリー財団へ。
川口尚史 ロータリー財団へ。
小川隆洋 ロータリー財団へ。
小川隆洋 米山奨学会へ。
梅田欣一 米山奨学会へ。
梅田欣一 ロータリー財団へ。
梅田欣一 早退します。
安本 晋 ロータリー財団へ。
安本 晋 米山奨学会へ。
安本 晋 妻誕生日です。
伊藤 毅 ロータリー財団へ。
伊藤 毅 ロータリー財団へ。
前田 守 ロータリー財団へ。
菊地勝男 結婚記念日有難う。

③早朝例会について(5/25･日)
・場所 本城山公園
・持ち物 クラブジャンバー着用、各自軍手。
④夜間花見例会について(4/10･月)
・場所 丸平
・会費 ５千円（クラブより２千円）
⑤4 月１７日の例会について
・卓話者変更 沼津ＲＣの渡邉雅昭様とする。
⑥米山梅吉記念館春季例祭と賛助会員について
・本日より集めます（個人負担千円＋クラブより２千円）
・春季例祭祝儀はクラブから１万円とする。

会員慶事
【本人誕生日】
古泉榮一会員

【配偶者誕生日】
安本あかね様
坪内志津枝様

【結婚記念日】
菊地勝男・美佐子様ご夫妻
伊藤毅・和子様ご夫妻

◆次回例会プログラム◆ 夜間花見例会

出 席 報 告
会員数

１８名

出席計算に
用いた会員数

１７名

出席： 古泉・太田・野口・菊地・前田 他
出席数

１３名

出席率

72.22%

計１３名

前々回 3 月 13
日修正出席率

欠席： 中田・荒川・齋藤・坪内

計４名

ＭＵ：

計１名

82.35%
中田・小川

