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　本年度会長をさせていただきます。一年間よろしくお願
いいたします。山口前会長、内田増強委員長をはじめ多
くのメンバー様のご協力のお陰で、私の第一例会に四名
のメンバーの入会式を行うことができます。これも皆様か
ら私への激励と受け止め深く感謝申し上げます。山口前
会長年度で勉強させていただきました楽しいロータリー
の運営を継承し本年度も皆様方のご期待に添えるよう精
一杯努力してまいります。皆様のご指導とご協力をよろし
くお願いいたします。
　實石ＳＡＡと入会のお誘いをする際に「三好さんが入
会していただければ僕たちは一層ロータリー活動が楽し
くなります」とお話させていただきました。その気持ちに今
も偽りはございません。皆様と一緒に一年間ロータリー
を楽しんでいきたいと思います。
　細澤親睦委員長と協力して皆様のご友人にも参加して
いただけるような事業も考えていきたいと思っております
ので、ぜひお仲間をお誘いいただき沼津ロータリーの楽
しさを感じてもらい入会していただけるよう努力してまいり
ます。ご協力よろしくお願いいたします。
　入会間もないメンバーの方々には特に楽しんでいただ
けるよう心がけてまいります。お酒がお好きな方には勝呂
パスト会長も山口パスト会長もおられますし、落語がお好
きな方には石渡パスト会長もおられますし、ゴルフがお好
きな方にはエージシュート間近な杉山パスト会長もおられ
ますし、二回連続で後半のハーフ39を出した實石ＳＡＡ
もおられます。私はお酒は飲みませんがお酒の席は大好
きです。お誘いいただければ時間が許す範囲でお付き合
いさせていただきます。楽しい仲間が沼津クラブには大
勢おります。例会時間以外でも皆様と楽しい一年間を送
りたいと考えております。

ビジター 	清水　　学君、宮路　　猛君（沼津北）
他RC出席 	鈴木君（6.29富士宮）、内村君（6.29沼

津柿田川）、積君（7.1ロータリー文庫運
営委員会）

欠席者（5名）
石川（秀）君、野際君、鈴木君、
内村君、渡辺（芳）君
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7月10日（金）〔天ざる蕎麦他〕
　ロータリアンの資質
	 会　員　　積　　惟貞君

会員誕生日　望月　美樹君

7月17日（金）〔牛バラ肉の煮込み他〕
　出席表彰

森　藤君…①一年間メンバーの皆様よろしくお願い
いたします。②沼津北クラブ清水会長、宮路幹事、
ご訪問ありがとうございます。③清幹事、一年間よ
ろしくお願いします。④7/1より横浜に支店を開設い
たしました。⑤渡邊洋二郎君、一年間楽しんでくだ
さい。
石川（三）君…一年間副会長を務めさせていただき
ます。よろしくお願いします。
清　君…未熟な幹事ですが、1年間よろしくお願い
いたします。
東　君…米山記念館運営委員、今年度も務めます。
よろしくお願いします。
道　前君…森藤年度の新しい出発。今年度	会長・
幹事頑張ってください。
細　澤君…会長、幹事のご指導の下がんばります
のでよろしくお願いいたします。
實　石君…①森藤会長、清幹事、一年間頑張って
ください。できる限りの協力をさせていただきます。
②新会員の三好君をよろしくお願いいたします。③
先日の沼津ＲＣコンペで、48・39で見事優勝しま
した。ありがとうございました。どこからでもパーを
取れるということが分かりました。
峯　村君…祝、森藤年度。新会員も加わり、微力
ながら協力します。
奥　村君…新会員、金子曉生君を心より歓迎申し
上げます。親睦と奉仕を実践しましょう。
積　君…①森藤さん、清さん、1年間お世話になり
ます。よろしくお願い申し上げます。②渡邊洋二郎君、
元気なお顔を拝見して嬉しかったです。皆で待って
ましたよ。これからもよろしく。
渡邉（雅）君…森藤会長、清幹事の新年度を祝して。
渡邊（洋）君…会員の皆様にはご心配とご迷惑をお
かけしました。また例会場に来られることを嬉しく思
っています。今年度からまたよろしくお願いします。
山　口君…森藤会長、清幹事、いよいよスタート
です。一年間、がんばってください。

１．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…7/15（水）は夜間例会
　　　　　　　7/29（水）は夜間例会
　沼津柿田川…7/13（月）は例会変更
　　　　　　　7/20（月）は祝日休会
　富 士 宮 西…7/24（金）は7/27（月）18：30〜
	 ガバナー公式訪問＠パテオン
　　　　　　　7/31（金）は例会場変更 18：30〜
	 納涼例会＠狩宿「あざみ」
２．沼津ＲＣ本年度例会変更
　12/18（金）⇒夜間例会　忘年家族会
　	 2/19（金）⇒2/21（日）	 静岡第3分区ＩＭに振替
３ ．沼津市役所・沼津朝日・静岡新聞社へ挨拶

訪問　森藤会長・清幹事　2名
４ ．2015-16年度上期会費納入のお願い
　ポストイン
５ ．夏まつりクリーン作戦参加のお願い
　ポストイン
６ ．前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事激

励会のご案内　ポストイン
７ ．2015-16年度事業計画書・会員名簿・ロー

タリー手帳・「ロータリーの友」7月号　配布
８ ．7月のロータリーレート　1ドル＝124円です。

2015〜2016年度　会員負担金
１．ＲＩ人頭分担金� 【US$55／人・年】
２．規定審議会年次賦課金�【US$1.50／人・年】
３．地区資金負担金
� 【¥21,000／人・年 ※35歳未満は半額】

2015〜2016年度　地 区 目 標
１．会員増強

◦49名以下のクラブ【純増1名以上】
◦50名以上のクラブ【純増2名以上】

２．ロータリークラブ・セントラルの利用
３．ロータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

◦US$150／人・年【ゼロクラブ−ゼロ】
◦ベネファクター【各クラブ1名以上】
◦ロータリーカード加入推進
◦地区補助金、グローバル補助金の活用

４．ロータリー米山記念奨学会への理解と支援
◦奨学生支援【世話クラブ・カウンセラー引き受け】

◦寄付推進【¥16,000／人・年以上
� （普通・特別寄付合算）】

５．ロータリーの公共イメージの向上
６．各委員会事業への理解と参加

◦会員増強・維持委員会
� 【2015年6月21日にセミナーを開催】
◦広報・ＩＴ推進委員会
� 【2015年5月31日にセミナーを開催】
◦社会奉仕委員会
� 【第6回「富士山・絆の日」を8月1日に開催】
◦職業奉仕委員会【職業奉仕月間の
� 2016年1月16日にセミナーを開催】
◦青少年奉仕委員会【IAC／RAC 活動支援】
◦国際奉仕委員会
� 【青少年交換／Ｒ友情交換 活動支援】
◦米山梅吉記念館【所在地区として継続的支援】

７．ＲＩ会長賞への挑戦
８．地区大会（11月6、7日）への参加
９．2018年 END POLIO
10．��国際大会（ソウル 2016年5月28日〜6月1日）へ
の参加

原稿を募集しています
　趣味の短歌、俳句、最近の出来事について
のご意見や職業に関連した情報などを会報を
通して会員の皆様に伝えてみませんか。皆様
の投稿をお待ちしております。（紙面の都合
で掲載が遅れることもございますが、ご了承
ください。）� 会報委員会
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　本年度、伝統ある沼津ロータリークラブの会長
を仰せつかりました。先ずもって、常任委員長、小
委員会委員長の重責を快くお引き受けくださいまし
た皆様に心より感謝申し上げます。特に、幹事をお
引き受けていただきました清幹事には感謝の気持ち
でいっぱいです。会員の皆様にご指導を賜りながら
この責務を完遂できるよう一年間精一杯頑張ってま
いります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　野口英一ガバナー年度のテーマは、「楽しも
う ロータリー」→（仲間を増やそう）です。楽しく充
実し、記憶に残る年度となるよう一緒に活動してい
きましょう。皆さんに授けられた能力を最大限発揮
し、積極的にクラブ運営や委員会活動に取り組ん
でいただくことを望みます、とのことです。
　沼津ロータリークラブでも、「楽しんで積極的に
参加できる例会の運営」を第一に考え、出席率の向
上をはかってまいりたいと考えております。
　また、沼津ロータリークラブの活動を地域の方々
に理解していただきたく広報活動も積極的に行って
まいります。「ロータリークラブは何をする団体？」
の問いに、（世界のリーダーが結びつき、アイデア
を広げながら、地域社会のために行動する団体）と
お答えできるよう努力していきたいと考えております。
　私も微力ながら皆様に楽しんでいただける運営を
第一と考え、一年間努力してまいります。皆様のご
指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　本年度、森藤会長のもと、副会長を務めさせて
いただきます石川です。一年間よろしくお願いします。
　会長の方針のもとに、沼津ロータリークラブの
運営がスムーズに円滑に行えるように努めてまいり
ますので、会員の皆様をはじめ、各委員長様のご
協力をお願いします。
　沼津ロータリークラブへの入会は、1999年6月
ですので、今年で16年目を迎えることになりました。
正直に、よくこれまでロータリークラブに所属でき
たと思っています。
　副会長を引き受けるに当たり、責任をもってその
職責を果たせるか不安であります。今現在、いろい
ろな公職についている関係で、どうしても例会に出
席できない時があると思いますので、皆様のご理解
をお願いします。
　沼津ロータリークラブの会員がさらに増大し、魅
力あるクラブになるように、会員のさらなる親睦と
交流・発展が深まり、輝く沼津ロータリークラブに
なるように頑張っていきたいと思いますので、よろし
くご理解とご協力をお願いいたします。

　この度、森藤会長のもと幹事を務めることになり
ました清です。よろしくお願いいたします。
　私が沼津ロータリークラブに入会させていただ
いたのは、2005年の10月でした。「入れていただ
きたい」と大村愛美さんと一緒に鈴木一郎さんに会
いに行った時、「ロータリークラブは入れてと言っ
て入れるものではない」と言われ、そんなに格式が
高いのか……とため息をついたことが昨日のことの
ようです。
　それから足かけ10年、出席委員、親睦委員、
出席委員長、プログラム委員長、親睦委員長、社
会奉仕委員長などを通して様々なことを学ばせてい
ただきました。伝統はあるものの決してお堅い会で
はなく、先輩の方 も々welcomeな雰囲気で、若輩
者の私を「仲間」として扱ってくださり、大切な人間
関係を築くことができる会だと実感しております。
　そんな貴重な会であるにもかかわらず会員が減っ
ていくことは最大の懸念材料であり、本日7/3に4名
の入会者がバッジを受けることは森藤年度のラッキ
ーな船出となりました。
　森藤会長は見かけによらずとてもきめ細やかな方
ですが、基本「楽しいクラブにしよう」とされています。
楽しい企画を盛りだくさんにしていく計画ではありま
すが、各委員長さんにも委員会活動にたくさんの人
が「関わっていく」形をぜひ工夫していただきたくお
願い申し上げます。
　例会に出席すること、テーブル会に出席すること、
いろいろな活動に参加すること、半ば義務として参
加する行事であっても、そこから得られるものは多
いと思っております。
　また今年は桐陽高校のインターアクトクラブがス
タートし、2つの高校をサポートすることになります
ので、ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。
　微力ではありますが、皆さんと事務局鈴木さんの
お力を借りて森藤会長を精一杯サポートしていきた
いと思っております。1年間どうぞよろしくお願い申し
上げます。

会長就任挨拶

会　長　　森藤　恵二

副会長就任挨拶

副会長　　石川　三義

幹事就任挨拶

幹　事　　清　　マキ

正副会長・幹事　就任挨拶
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（吉野君・實石君紹介）

明治安田生命保険（相）
沼津支社 沼津中央営業所長
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株式会社 静岡中央銀行
常務取締役
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第一生命保険㈱ 沼津支社
支社長
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（實石君・吉野君紹介）

三好司法書士事務所
所長

　私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。し
かも、終わりは思ったより早く来るものです。この限
られた人生をどのように過ごしたらいいのでしょうか。
世界が良い場所となるよう、人のために何かします
か。それとも、インドの著名な詩人、ラビンドラナ
ート・タゴールの言葉のように、「楽器の弦の張替
えばかりしていて、肝心な歌を歌わずに」毎日を過
ごしますか。
　ロータリーの栄光は、まさにその「歌を歌う」道を
見つける手助けをしてくれることにあります。人生で
本当に大切なことに目を向け、私たち自身が世界
への贈り物となる方法を見つけることで、より充実し
た意義ある人生を送れるよう、私たちを導いてくれ
るのです。
　友人に何を求めるかを考えると、ほとんどの人は、
高潔性、信頼性、思いやり、相性を挙げるでしょう。
私たちが求める友人とは、必ずしも自分と似通った
人ではなく、自分にないものを持っている人、自分
のいいところを引き出してくれる人です。私は、ロー
タリーがその特徴を備えていると思います。
　ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それを
人生で生かす道を見つけてくれます。
　私たちは往々にして、あまり意味のないことに捕
らわれて毎日を過ごし、物を手に入れるために身を
やつします。しかし、私たちがこの世を去った後、
人が思い起こすのは、私たちが生前乗っていた車で
も、着ていた服でも、肩書きでも、役職でもありま
せん。より大きな資産や、より高い地位を得ようと払

った努力のことでもありません。
　結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほど
得たかではなく、どれほど与えたかによって判断さ
れるのです。
　ですから、苦しんでいる人から目を背けずに、そ
の苦しみを和らげてあげましょう。同情の言葉をか
けるだけでなく、実際に何かしてあげましょう。社会
から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。
　2015-16年度の私たちのテーマは「世界へのプ
レゼントになろう」です。
　地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、
努力、そして献身と熱意など、誰でも与えることの
できる何かをもっているはずです。私たちは、ロー
タリーを通じて、これらを世界にプレゼントすること
で、誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起
こすことができるはずです。
　「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、
また「己の才能は、天から授かったもの」と言われま
す。ですから私たちは、その授かりものをお返しす
るのです。
　私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろ
うとしますが、この世を去るときにはすべてを残して
いきます。ロータリーを通じて私たちは、いつまで
も続く、本物の何かを残すことができるでしょう。
　私たちに与えられた時間は今です。この機会は二
度と訪れるものではありません。
　「世界へのプレゼントになろう」

国際ロータリー 2015-16年度テーマ

世界へのプレゼントになろう（Be a gift to the world）
2015-16年度国際ロータリー会長　　K.R.”ラビ”ラビンドラン

新
会
員
紹
介

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

　Ⅰ　真実か　どうか
　Ⅱ　みんなに公平か
　Ⅲ　好意と友情を深めるか
　Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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　会長の方針のもとに、沼津ロータリークラブの
運営がスムーズに円滑に行えるように努めてまいり
ますので、会員の皆様をはじめ、各委員長様のご
協力をお願いします。
　沼津ロータリークラブへの入会は、1999年6月
ですので、今年で16年目を迎えることになりました。
正直に、よくこれまでロータリークラブに所属でき
たと思っています。
　副会長を引き受けるに当たり、責任をもってその
職責を果たせるか不安であります。今現在、いろい
ろな公職についている関係で、どうしても例会に出
席できない時があると思いますので、皆様のご理解
をお願いします。
　沼津ロータリークラブの会員がさらに増大し、魅
力あるクラブになるように、会員のさらなる親睦と
交流・発展が深まり、輝く沼津ロータリークラブに
なるように頑張っていきたいと思いますので、よろし
くご理解とご協力をお願いいたします。

　この度、森藤会長のもと幹事を務めることになり
ました清です。よろしくお願いいたします。
　私が沼津ロータリークラブに入会させていただ
いたのは、2005年の10月でした。「入れていただ
きたい」と大村愛美さんと一緒に鈴木一郎さんに会
いに行った時、「ロータリークラブは入れてと言っ
て入れるものではない」と言われ、そんなに格式が
高いのか……とため息をついたことが昨日のことの
ようです。
　それから足かけ10年、出席委員、親睦委員、
出席委員長、プログラム委員長、親睦委員長、社
会奉仕委員長などを通して様々なことを学ばせてい
ただきました。伝統はあるものの決してお堅い会で
はなく、先輩の方 も々welcomeな雰囲気で、若輩
者の私を「仲間」として扱ってくださり、大切な人間
関係を築くことができる会だと実感しております。
　そんな貴重な会であるにもかかわらず会員が減っ
ていくことは最大の懸念材料であり、本日7/3に4名
の入会者がバッジを受けることは森藤年度のラッキ
ーな船出となりました。
　森藤会長は見かけによらずとてもきめ細やかな方
ですが、基本「楽しいクラブにしよう」とされています。
楽しい企画を盛りだくさんにしていく計画ではありま
すが、各委員長さんにも委員会活動にたくさんの人
が「関わっていく」形をぜひ工夫していただきたくお
願い申し上げます。
　例会に出席すること、テーブル会に出席すること、
いろいろな活動に参加すること、半ば義務として参
加する行事であっても、そこから得られるものは多
いと思っております。
　また今年は桐陽高校のインターアクトクラブがス
タートし、2つの高校をサポートすることになります
ので、ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。
　微力ではありますが、皆さんと事務局鈴木さんの
お力を借りて森藤会長を精一杯サポートしていきた
いと思っております。1年間どうぞよろしくお願い申し
上げます。

会長就任挨拶

会　長　　森藤　恵二

副会長就任挨拶

副会長　　石川　三義

幹事就任挨拶

幹　事　　清　　マキ

正副会長・幹事　就任挨拶
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（吉野君・實石君紹介）

明治安田生命保険（相）
沼津支社 沼津中央営業所長

髙
こう

地
ち

　尚
なお

之
ゆき

 君
（吉野君・辻君紹介）

株式会社 静岡中央銀行
常務取締役
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（奥村君・吉野君紹介）

第一生命保険㈱ 沼津支社
支社長
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（實石君・吉野君紹介）

三好司法書士事務所
所長

　私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。し
かも、終わりは思ったより早く来るものです。この限
られた人生をどのように過ごしたらいいのでしょうか。
世界が良い場所となるよう、人のために何かします
か。それとも、インドの著名な詩人、ラビンドラナ
ート・タゴールの言葉のように、「楽器の弦の張替
えばかりしていて、肝心な歌を歌わずに」毎日を過
ごしますか。
　ロータリーの栄光は、まさにその「歌を歌う」道を
見つける手助けをしてくれることにあります。人生で
本当に大切なことに目を向け、私たち自身が世界
への贈り物となる方法を見つけることで、より充実し
た意義ある人生を送れるよう、私たちを導いてくれ
るのです。
　友人に何を求めるかを考えると、ほとんどの人は、
高潔性、信頼性、思いやり、相性を挙げるでしょう。
私たちが求める友人とは、必ずしも自分と似通った
人ではなく、自分にないものを持っている人、自分
のいいところを引き出してくれる人です。私は、ロー
タリーがその特徴を備えていると思います。
　ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それを
人生で生かす道を見つけてくれます。
　私たちは往々にして、あまり意味のないことに捕
らわれて毎日を過ごし、物を手に入れるために身を
やつします。しかし、私たちがこの世を去った後、
人が思い起こすのは、私たちが生前乗っていた車で
も、着ていた服でも、肩書きでも、役職でもありま
せん。より大きな資産や、より高い地位を得ようと払

った努力のことでもありません。
　結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほど
得たかではなく、どれほど与えたかによって判断さ
れるのです。
　ですから、苦しんでいる人から目を背けずに、そ
の苦しみを和らげてあげましょう。同情の言葉をか
けるだけでなく、実際に何かしてあげましょう。社会
から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。
　2015-16年度の私たちのテーマは「世界へのプ
レゼントになろう」です。
　地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、
努力、そして献身と熱意など、誰でも与えることの
できる何かをもっているはずです。私たちは、ロー
タリーを通じて、これらを世界にプレゼントすること
で、誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起
こすことができるはずです。
　「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、
また「己の才能は、天から授かったもの」と言われま
す。ですから私たちは、その授かりものをお返しす
るのです。
　私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろ
うとしますが、この世を去るときにはすべてを残して
いきます。ロータリーを通じて私たちは、いつまで
も続く、本物の何かを残すことができるでしょう。
　私たちに与えられた時間は今です。この機会は二
度と訪れるものではありません。
　「世界へのプレゼントになろう」

国際ロータリー 2015-16年度テーマ

世界へのプレゼントになろう（Be a gift to the world）
2015-16年度国際ロータリー会長　　K.R.”ラビ”ラビンドラン

新
会
員
紹
介

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

　Ⅰ　真実か　どうか
　Ⅱ　みんなに公平か
　Ⅲ　好意と友情を深めるか
　Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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　本年度会長をさせていただきます。一年間よろしくお願
いいたします。山口前会長、内田増強委員長をはじめ多
くのメンバー様のご協力のお陰で、私の第一例会に四名
のメンバーの入会式を行うことができます。これも皆様か
ら私への激励と受け止め深く感謝申し上げます。山口前
会長年度で勉強させていただきました楽しいロータリー
の運営を継承し本年度も皆様方のご期待に添えるよう精
一杯努力してまいります。皆様のご指導とご協力をよろし
くお願いいたします。
　實石ＳＡＡと入会のお誘いをする際に「三好さんが入
会していただければ僕たちは一層ロータリー活動が楽し
くなります」とお話させていただきました。その気持ちに今
も偽りはございません。皆様と一緒に一年間ロータリー
を楽しんでいきたいと思います。
　細澤親睦委員長と協力して皆様のご友人にも参加して
いただけるような事業も考えていきたいと思っております
ので、ぜひお仲間をお誘いいただき沼津ロータリーの楽
しさを感じてもらい入会していただけるよう努力してまいり
ます。ご協力よろしくお願いいたします。
　入会間もないメンバーの方々には特に楽しんでいただ
けるよう心がけてまいります。お酒がお好きな方には勝呂
パスト会長も山口パスト会長もおられますし、落語がお好
きな方には石渡パスト会長もおられますし、ゴルフがお好
きな方にはエージシュート間近な杉山パスト会長もおられ
ますし、二回連続で後半のハーフ39を出した實石ＳＡＡ
もおられます。私はお酒は飲みませんがお酒の席は大好
きです。お誘いいただければ時間が許す範囲でお付き合
いさせていただきます。楽しい仲間が沼津クラブには大
勢おります。例会時間以外でも皆様と楽しい一年間を送
りたいと考えております。

ビジター 	清水　　学君、宮路　　猛君（沼津北）
他RC出席 	鈴木君（6.29富士宮）、内村君（6.29沼

津柿田川）、積君（7.1ロータリー文庫運
営委員会）

欠席者（5名）
石川（秀）君、野際君、鈴木君、
内村君、渡辺（芳）君
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7月10日（金）〔天ざる蕎麦他〕
　ロータリアンの資質
	 会　員　　積　　惟貞君

会員誕生日　望月　美樹君

7月17日（金）〔牛バラ肉の煮込み他〕
　出席表彰

森　藤君…①一年間メンバーの皆様よろしくお願い
いたします。②沼津北クラブ清水会長、宮路幹事、
ご訪問ありがとうございます。③清幹事、一年間よ
ろしくお願いします。④7/1より横浜に支店を開設い
たしました。⑤渡邊洋二郎君、一年間楽しんでくだ
さい。
石川（三）君…一年間副会長を務めさせていただき
ます。よろしくお願いします。
清　君…未熟な幹事ですが、1年間よろしくお願い
いたします。
東　君…米山記念館運営委員、今年度も務めます。
よろしくお願いします。
道　前君…森藤年度の新しい出発。今年度	会長・
幹事頑張ってください。
細　澤君…会長、幹事のご指導の下がんばります
のでよろしくお願いいたします。
實　石君…①森藤会長、清幹事、一年間頑張って
ください。できる限りの協力をさせていただきます。
②新会員の三好君をよろしくお願いいたします。③
先日の沼津ＲＣコンペで、48・39で見事優勝しま
した。ありがとうございました。どこからでもパーを
取れるということが分かりました。
峯　村君…祝、森藤年度。新会員も加わり、微力
ながら協力します。
奥　村君…新会員、金子曉生君を心より歓迎申し
上げます。親睦と奉仕を実践しましょう。
積　君…①森藤さん、清さん、1年間お世話になり
ます。よろしくお願い申し上げます。②渡邊洋二郎君、
元気なお顔を拝見して嬉しかったです。皆で待って
ましたよ。これからもよろしく。
渡邉（雅）君…森藤会長、清幹事の新年度を祝して。
渡邊（洋）君…会員の皆様にはご心配とご迷惑をお
かけしました。また例会場に来られることを嬉しく思
っています。今年度からまたよろしくお願いします。
山　口君…森藤会長、清幹事、いよいよスタート
です。一年間、がんばってください。

１．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…7/15（水）は夜間例会
　　　　　　　7/29（水）は夜間例会
　沼津柿田川…7/13（月）は例会変更
　　　　　　　7/20（月）は祝日休会
　富 士 宮 西…7/24（金）は7/27（月）18：30〜
	 ガバナー公式訪問＠パテオン
　　　　　　　7/31（金）は例会場変更 18：30〜
	 納涼例会＠狩宿「あざみ」
２．沼津ＲＣ本年度例会変更
　12/18（金）⇒夜間例会　忘年家族会
　	 2/19（金）⇒2/21（日）	 静岡第3分区ＩＭに振替
３ ．沼津市役所・沼津朝日・静岡新聞社へ挨拶

訪問　森藤会長・清幹事　2名
４ ．2015-16年度上期会費納入のお願い
　ポストイン
５ ．夏まつりクリーン作戦参加のお願い
　ポストイン
６ ．前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事激

励会のご案内　ポストイン
７ ．2015-16年度事業計画書・会員名簿・ロー

タリー手帳・「ロータリーの友」7月号　配布
８ ．7月のロータリーレート　1ドル＝124円です。

2015〜2016年度　会員負担金
１．ＲＩ人頭分担金� 【US$55／人・年】
２．規定審議会年次賦課金�【US$1.50／人・年】
３．地区資金負担金
� 【¥21,000／人・年 ※35歳未満は半額】

2015〜2016年度　地 区 目 標
１．会員増強

◦49名以下のクラブ【純増1名以上】
◦50名以上のクラブ【純増2名以上】

２．ロータリークラブ・セントラルの利用
３．ロータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

◦US$150／人・年【ゼロクラブ−ゼロ】
◦ベネファクター【各クラブ1名以上】
◦ロータリーカード加入推進
◦地区補助金、グローバル補助金の活用

４．ロータリー米山記念奨学会への理解と支援
◦奨学生支援【世話クラブ・カウンセラー引き受け】

◦寄付推進【¥16,000／人・年以上
� （普通・特別寄付合算）】

５．ロータリーの公共イメージの向上
６．各委員会事業への理解と参加

◦会員増強・維持委員会
� 【2015年6月21日にセミナーを開催】
◦広報・ＩＴ推進委員会
� 【2015年5月31日にセミナーを開催】
◦社会奉仕委員会
� 【第6回「富士山・絆の日」を8月1日に開催】
◦職業奉仕委員会【職業奉仕月間の
� 2016年1月16日にセミナーを開催】
◦青少年奉仕委員会【IAC／RAC 活動支援】
◦国際奉仕委員会
� 【青少年交換／Ｒ友情交換 活動支援】
◦米山梅吉記念館【所在地区として継続的支援】

７．ＲＩ会長賞への挑戦
８．地区大会（11月6、7日）への参加
９．2018年 END POLIO
10．��国際大会（ソウル 2016年5月28日〜6月1日）へ
の参加

原稿を募集しています
　趣味の短歌、俳句、最近の出来事について
のご意見や職業に関連した情報などを会報を
通して会員の皆様に伝えてみませんか。皆様
の投稿をお待ちしております。（紙面の都合
で掲載が遅れることもございますが、ご了承
ください。）� 会報委員会


