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会長挨拶
第１６５０回例会 会長挨拶
会長 前田守
２０１７－２０１８年度が７月１日から始まり、本日が第一回目の
例会となります。
昨日二つのニュースが大きくテレビで報じられておりました。
その一つが将棋の竜王戦決勝トーナメントです。連日テレビを
賑あわせていました将棋の藤井聡太四段（１４歳）が３０連勝懸
け、佐々木勇気五段（２２歳）と竜王戦決勝トーナメントの場で戦
いが行われました。序盤から佐々木五段が攻めの姿勢を終始貫
き、午前９時に開始された戦いは午後９時３０分投了となりまし
た。終盤の様子をテレビ（ＣＳ放送）で見ておりましたが、二人の
戦いぶりに感心し、その緊張感に息苦しささえ覚えました。若い
二人の棋士の戦いではありますが、佐々木五段の「絶対に勝つ
んだ」という気迫、藤井四段の葛藤そしてジレンマ、二人の将棋
に対する「情熱」にファンは魅了されたすばらしい中継でした。
この二人の一戦を観ていて、あらためて会社経営にもクラブ
運営にも「情熱」は重要だなと感じました。
今日から沼津柿田川ロータリークラブのクラブ運営が始まりま
した。会員一人一人とコミュニケーションを交わせるようにする努
力をし、「情熱」を持って会長という役割を勤めさせて頂きます。
詳細は、後ほど会長就任挨拶で話させて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。

委員会報告
はげみ会
はげみ会幹事 梅田欣一
８月６日(日)にあさぎりジャンボリーにて、沼津西ＲＣでの合同で行
う予定です。詳細が決まりましたらお知らせします。
クラブ管理運営委員
委員長 伊藤毅
９月迄にテーブル会をＡＣテーブルと、ＢＤテーブルにて行ってく
ださい。今年度の主旨は「親睦を深める」ですので、他テーブルの
方も大歓迎です。

本日のゲスト・ビジター
ゲストビジターはありませんでした。

イアン Ｈ．Ｓ． ライズリー
松村 友吉
前田 守
川口 尚史
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幹事報告
■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
２０１７年７月のロータリーレート １ドル＝１１１円
＊ロータリーの友事務所より
ロータリーの友７月号 到着
■ 週報到着 ■

富士ＲＣ・沼津西ＲＣ

スマイル報告
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中田 真
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安本 晋
安本 晋

誕生日祝い有難う。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ。
ガバナー補佐よろしく。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
ＢＢＱ初参加でお世話になりました。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ（一年分）。
米山記念奨学会へ（一年分）。
ポリオへ。
ロータリー財団へ（一年分）。
米山記念奨学会へ（一年分）。
ポリオへ。
妻の誕生日です。
ロータリー財団へ（一年分）。
米山記念奨学会へ（一年分）。
ポリオへ。
今年度宜しくお願いします。
結婚記念日祝いありがとう。
米山記念奨学会へ。
今年も宜しくお願いします。
米山記念奨学会へ。
ロータリー財団へ。
ロータリー財団へ（一年分）
米山記念奨学会へ（一年分）
本年度宜しくお願いします。
ロータリー財団へ。
米山記念奨学会へ。

会長幹事就任挨拶

かと思います。そして、どのように会員増強を行っていったらよい
かを皆で考え、それを実践していきたいと思います。
一人一人が情熱ある活動を続けることにより課題を乗り越え、
全ての会員がロータリーを楽しむことができる一年にしたいと考
えています。
今年一年、会員の皆さんのご協力、何卒宜しくお願い致しま
す。

会長就任挨拶
２０１７－２０１８年度会長 前田 守
沼津柿田川ロータリークラブは３７年目の歴史を刻もうとしてい
ます。創立時の先輩方の心を大切にし、一人一人が情熱をもっ
て活動でき、自信と誇りをもってロータリーを楽しむことができた
らと思います。そして、会員一人一人が情熱もって組織運営に
参画することで、全ての会員がロータリーを楽しむことができ、相
互の繋がりを深め、感動を共有できるようになれたらと考えてい
ます。
この一年を、活動方針に基づき活動することでロータリーの奉
仕をより深く理解しあい、沼津柿田川ロータリークラブの存在す
る意義を地域の皆様にも理解して頂けるよう機会を設け、「ロー
タリーの公共イメージと認知度の向上」に努力をしていきたいと
考えています
ＲＩ会長イアン H.Ｓ.ライズリーは以下を強調しており、今年度ロ
ータリー戦略計画の三つが優先項目である
「クラブのサポートと強化」
「人道的奉仕の重点化と増加」
「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」
この三つの目標を達成するクラブは発展し、地域社会に変化
をもたらすと述べています。この三つの目標を達成するには、ク
ラブの各委員会の皆さん、そしてクラブの全会員の皆さんの協
力が不可欠です。
２０１７－２０１８年度の活動方針
・ＲＩテーマと地区ガバナー方針に沿った活動に努力します。
・財団地区補助金事業を継続し、清水町内、柿田川公園内施
設の充実に少しでも役に立つことができるように努力します。
・ロータリーの楽しさと意義を地域の人々にアピールできるよう
努力します。
・ＩＭ開催年度の今年、太田昭二ガバナー補佐及びガバナー
補佐事務局を支えていきます。
・沼津柿田川ロータリークラブの人材育成に努力します。
・「My Rotary」の活用について話し合えるよう努力します。
私達クラブは、人数が少なく会員増強・退会防止は、今年も重要
な課題です。会員増強委員会だけに任せるのではなく、全ての
会員が会員増強・退会防止を心掛ける意識を持つことが大切だ
と思います。
会長、幹事、各委員会が連携し、会員同士が思いやりを持
ち、例会やテーブル会等の例会以外でもコミュニケーションがと
れるように心がけ、コミュニケーションをとる事で孤立していく会
員の心を的確にフォローすることにより退会を避けられるのでは
ない

幹事就任挨拶
２０１７－２０１８年度幹事 川口尚史
大きな行事のある年に幹事に就任しました。ガバナー補佐を
当クラブより輩出し、ＩＭと言う大きな行事があります。
他にも毎年恒例となった第２５８０地区との柿田川の外来種駆
除作業等もあります。
今までの幹事の方の仕事をしっかりと見て勉強をしておけばと
の後悔もあります。幹事の仕事も何もわかりませんが、前田会長
のもと、また皆さんからも教えてもらい幹事を務めさせていただき
ます。
一年間よろしくお願いします。

ベネファクター
太田昭二会員と、大石昭裕会員がベネファクターの認証状が届
きました。

ガバナー補佐就任挨拶

第２回

ガバナー補佐就任挨拶
２０１７－２０１８年度静岡
第三分区ガバナー補佐 太田昭二
７月１日にＲＩ２６２０地区静岡第３分
区のガバナー補佐に就任しまし
た。静岡第３分区は今期限りで次
年 度 星 野 年 度か ら は 御 殿 場、 裾
野、長泉の３ロータリークラブを加え
た１２クラブで静岡第２グループとし
て再編されます。７月８日の詰問会
議を経て正式決定します。それに
ついて１２クラブで次期ガバナー補
佐の決め方、順番等を早急に協議
します。
さて、ロータリーって何だろう。最初に誰もが疑問に思う事で
すが、「楽しくなければロータリーではない」つまり、ロータリー活
動は楽しくやりましょう！に尽きます。今期ガバナー補佐として、
静岡第３分区のみならず、２６２０地区のロータリアンの皆様と知
り合いふれあう事で、職務を通じて心からロータリーを楽しみた
いと思っております。
そのた為にはホームクラブの皆様のご協力が必要で、特に事
務局の梅田さん、会計の伊藤さんにはなにかとご負担を掛ける
かとは存じますが、宜しくお願い致します。
来週から、期首訪問で各クラブを回りますので、ホームクラブ
を休むことがありますがご了承ください。
それでは一年間宜しくお願い申し上げまして、わたくしの挨拶
と致します。
ありがとうございました。

理事会報告

①８月の例会プログラムについて
０７日 1654 回 卓話（会員増強委員会） ※理事会 11:30
１４日 1651 回 裁量休会
２１日 1655 回 外部卓話（米山記念奨学委員会・雨宮様）
２８日 1656 回 →例会変更 ２５日(金)Ｇ公式訪問・合同例会
②前会長幹事慰労＆加部会員歓迎会（7/10･18:30）
・場所 食彩あら川 丸平
・会費 一人５，０００円
・出席率表彰
③外部卓話について（8/21）
・卓話者 米山奨学委員会 雨宮様
・同行者 奨学生１名、担当教授１名
④ガバナー公式訪問について
・会長幹事会 １１時～
・集合 管理運営委員会→11：30 会員→12：00
・ジャケット着用（ノーネクタイ可）
⑤柿田川合同作業実行委員会立ち上げについて
・委員長 梅田。副委員長 安本。
・今年は早く段取り、奨学生との交流の時間も設ける。
⑥補助金事業について
・テーブルベンチセット、もしくはベンチの設置で申請済。
事業は１１月頃に開始の予定です。
⑦Ｒ財団、米山奨学会、ポリオ基金の寄付について
・合計で２５，０００円をご寄附下さい。
・領収証は一括と、半期ごとはクラブ領収証を出します。
毎月の場合は各所からの領収証をお待ちください。

会員慶事

⑧会員増強退会防止について
・本年度も上期下期で一回ずつ、候補者を例会に同伴する
例会を開催予定。
・職業分類表を見直して候補者を検討する。
・テーブル会を行い、親睦を深める。

【本人誕生日】
濱田清明会員
荒川康博会員
【配偶者誕生日】
荒川知栄子様
川口靖奈様
伊藤和子様
【結婚記念日】
大石昭裕・彰子様ご夫妻

◆次回例会プログラム◆ 会長幹事就任挨拶
出 席 報 告
会員数

１７名

出席計算に
用いた会員数

１７名

出席： 古泉・太田・前田・梅田・濱田・大石 他 計１２名
出席数

１２名

出席率

70.59%

前々回 6 月 12
日修正出席率

欠席： 菊地・荒川・齋藤・坪内・石川

計５名

ＭＵ：

計２名

76.47%
伊藤・中田

