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　みなさんこんにちは。先週の9月12日の土曜日に清
幹事と沼津柿田川ロータリークラブ35周年記念式典に
出席してまいりました。積パストガバナーには講演もして
いただきました。
　周年記念事業といたしましては、第2580地区、第
2620地区合同の「米山奨学生との柿田川奉仕作業」柿
田川の外来種「オオカワヂシャ」駆除・公園内の外来種
「トキワツユクサ」駆除と障がい福祉サービス事業所「あ
したか太陽の丘、クリエート太陽」製作の木製テーブル
ベンチ4台、木製3人掛けベンチ9台を柿田川公園に寄
贈されたことが主な事業とのことでした。除去作業には、
両地区の米山奨学生も30名参加したことで、静岡新聞
にも掲載されたとのことです。
　沼津柿田川ロータリークラブ35周年実行委員長の太
田昭二様には沼津ロータリークラブにて柿田川流域の
保全などの講演もお願いしてまいりました。
　沼津柿田川クラブは柿田川公園、沼津北クラブは香
貫山の桜、沼津クラブは千本公園と各クラブとも沼津周
辺の自然保護活動を盛んに行っております。ロータリー
の活動の一部として一般の方々に理解していただける事
業ですので、各クラブとも大切な事業と考え継続していく
ことだと考えます。
　沼津ロータリークラブも石川年度には65周年記念事
業が控えております。後期には実行委員会の立ち上げも
行います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

ビジター  鈴木　博行君（沼津西）

他RC出席  積君・森藤君・清君・東君・細澤君・
峯村君・大村君・内田君・山口君（9.12
米山梅吉記念館秋季例祭）、積君・森藤
君・清君（9.12沼津柿田川ＲＣ創立35
周年記念式典）、石川（秀）君（9.14沼津
柿田川ＲＣ）

欠席者（9名）
髙地君、楠木君、三好君、望月君、
向坂君、勝呂君、鈴木君、内田君、
渡邊（洋）君
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9月25日（金）〔鯖塩焼き他〕
　地区ロータリー財団セミナー報告
 ロータリー財団委員長　　吉野　聖一君

配偶者誕生日　渡辺多美子様（芳彦君）
結婚記念日　塚本　和弘君、鈴木　啓司君

10月2日（金）
　新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　内山　義郎君

森　藤君…米山運営委員の東君、細澤君、秋季
例祭準備ご苦労さまでした。
積　君…米山記念館秋季例祭に大勢の会員が参
加してくださってありがとうございました。ご厚情感
謝感謝です。
渡邉（雅）君…誕生日のお祝いありがとう。後期高
齢者にまた近づきました。

１．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…9/30（水）は夜間例会
　富　士　宮…9/28（月）は例会場変更 観月例会
　　　　　　　10/12（月）は祝日休会
　　　　　　　10/26（月）は夜間例会
 ＠パテオン、2クラブ合同
　富 士 宮 西…10/9（金）はせせらぎ三島ＲＣ訪問
　　　　　　　10/23（金）は10/26（月）夜間例会
　　　　　　　　　　　＠パテオン、富士宮ＲＣ
 （ホスト）の合同例会
　　　　　　　10/30（金）は夜間例会
　沼　津　北…10/13（火）は移動例会 企業訪問
２ ．11/7（土）地区大会in甲府 通常登録のお願い
　 　出欠未回答の方は卓上の名簿にご記入をお願
いします。

 My Rotary への道　登録手順の説明
〈My Rotary とは〉
•ロータリークラブの最新情報を知ることができる
•ロータリークラブ・セントラル
　▶  クラブ・地区・グループ・世界情報やデータ
を見ることができる。

• 世界で使える会員特典プログラム ：ロータリー
会員が提供

• マイプロフィールの編集・情報公開　世界と繋が
りビジネスも可能 
• その他、国際大会などのイベント、ポリオ撲滅
記事などの「ロータリーの過去・今と未来」を知る
ことが可能。

〈手順〉
① ブラウザーの選択：グーグルクロームのダウン
ロード
② 国際ロータリーへのアクセス方法 
③ 「My Rotary」 アカウント登録方法 
④ 「My Rotary」 ログイン・ログアウト 
※メールアドレスの取得

My Rotary への道　登録手順の説明

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭

　当委員会は、五大奉仕部門のうち第二から第五
部門（青少年、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕）
を担当する委員会で、Ｒの奉仕活動を実質推進す
るプロジェクトである。全会員の理解と協力を得な
がら事業を実施していきたい。
青少年　昨年からより盛んなＩＡＣ活動を目指し、
これまでの沼商ＩＡＣに加え桐陽高校ＩＡＣ設立を
計画し実行委員会が高校側と協議を重ねてまいりま
した。立ち上げ会員12名の登録をいただき、認証
に向けた活動に入っています。中心となるメンバー
が9月から3か月留学のため、12月から本格的な
活動に入るべく顧問の野呂瀬先生と共に準備を行
っています。認証式などは2016年になると思います
が、活発な活動を通し国際理解と奉仕の心を持つ
次世代のリーダーを育てるため活動していきます。
職業奉仕　Ｒが他の奉仕団体と本質的に違う点は、
職業奉仕の概念を持っていることです。Ｒの奉仕は
「思いやりの心を持って他人のために尽くすこと」、
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」というＲ
哲学の実践です。Ｒアンは職業奉仕の概念に基づ
き、自分自身を律し、品位ある事業を行う責務が
あります。職業人としてのＲアンの心構えを再確認
すべく、次の計画をしました。①職業奉仕月間に「私
の職業奉仕」について会員による卓話②四つのテス
トの再確認③例会において職業上の発想の交換を

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭

通じ、分かち合いの精神を学び、奉仕の心を育て
る④社会奉仕委員会と連携し、Ｒボランティアの可
能性を探る。皆様のご協力をよろしくお願いします。
社会奉仕　Ｒ活動の基本である奉仕プロジェクト
の中の職業奉仕を実のあるものにするため、会員
の皆様には積極的な参加をお願いいたします。〈活
動計画〉①「千本をよくする会」への参加（年4回の千
本公園清掃）②「7/26（日）夏まつりクリーン作戦」
への参加③地区社会奉仕活動への参加④沼津駅
前のＲ花壇・整備への参加
国際奉仕　国際奉仕活動は、Ｒアンの国際理解や
親善を推進するために大きな役割を担う活動です。
当地区では、青少年交換小委員会とＲ友情交換小
委員会の二つの委員会で活動しています。青少年
交換は、従来の長期交換と第5280地区との短期
交換を実施しています。帰国学生の成長ぶりには目
を見張るものがあり、大きな成果を残しています。
今年度は、沼津商業高校に加え、新たに桐陽高校
のＩＡＣ設立が予定されていますので、青少年小
委員会との連携を一層密にし、青少年交換事業の
紹介を積極的に行ってまいります。Ｒ友情交換プロ
グラムでは、第5280地区との間で毎年2組（4名）
程度のＲアンが互いの地区を訪問、受入をし、友
好の輪を広げています。国際的活動や奉仕プロジ
ェクトの基盤作りにも大いに役立っています。当クラ
ブ並びに第3分区での参加者を募ってまいります。
本年度、第3分区を含め当クラブで関係する交換
学生・友情交換は予定されておりませんが、会員
各位のご理解とご協力を得て、他クラブとともに積
極的に募集活動を進めてまいります。

My Rotary
登録手続きについて
 会　員　　内村　　愛君

第1回クラブ協議会④

卓話
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