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　みなさんこんにちは。連休はいかがお過ごしでしたか？
私は實石君と三好君にゴルフに誘っていただきました。
三好君が落語家の真打でもある三遊亭全楽師匠を誘っ
ていただき楽しいゴルフとなり有意義に過ごすことができ
ました。機会があればぜひ師匠の落語を聞きに行きたい
と思います。また娘が我が社の横浜営業所に期限付きで
はありますが勤務することとなり、引っ越しも行ったことか
ら、この連休は時間を余すこともなく過ごせました。同様
の5連休は次回11年後とのことです。若いころは連休を
楽しみにしていましたが、この歳になると計画することも
少なくなりむしろ仕事をしていたほうが随分楽だと考えて
しまうのは私だけでしょうか。
　次に、沼津ロータリークラブ細則第3条第4節1項の
規定によりますと、会長は9月の最終例会において、次
年度の理事候補者および次々年度の会長候補者を指名
する指名委員を任命することを会員に求め、その選任方
法については会員の同意を得た上で指名委員を選考し
任命することになっております。指名委員としては元会長
から若干名、現会長・幹事を除いた理事から若干名を
任命することとなっております。
　「会長一任」の同意を得ましたので、指名委員として次
の方々を任命させていただきます。
　道前勇君・渡邉雅昭君・石渡保宣君・奥村茂春君・
山口和一君、以上5名の方を任命させていただきます。
委員の皆様よろしくお願いいたします。

ビジター  山本　倫弘君、魚躬　　弘君、
 奈良橋　篤君（沼津北）

他RC出席  實石君・三好君（9.24沼津西）

欠席者（14名）
東君、實石君、髙地君、楠木君、
三好君、望月君、野際君、大村君、
白壁君、鈴木君、内村君、渡辺
（芳）君、渡邊（洋）君、山本君
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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

配偶者誕生日　奥村美佐子様（茂春君）

10月9日（金）
　柿田川環境保全問題について
 沼津柿田川ロータリークラブ　　太田　昭二様

9月合計　10,000円
奥　村君…①今年も第12回バレーボール教室開
催。中高生・社会人140名も参加で、静岡新聞に
掲載され、多くの方に喜ばれました。②先日ＴＶ放
映されたワールドカップ男子バレーは、東京体育
館にここ数年最多の満員ファンで人気急上昇中。
次回のバレー教室はスター選手が参加予定です。

１．例会変更のお知らせ
　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
　富　士　宮…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
　沼　津　北…10/13（火）は移動例会 企業訪問
２ ．10/4（日）「千本をよくする会」千本公園清掃
奉仕および駅前花壇清掃奉仕
　 　午前9:00～千本公園八角池前集合・雨天中
止。千本清掃後、各自駅前花壇まで移動・清掃。

　今日は8月に行われました、地区の財団セミナー
で配布したハンドブックに沿って報告をしたいと思
います。皆さんに配布したいと財団に資料請求した
ところ在庫がないということで急きょ、メンバーの服
部君にお願いし、貴重な資料ができました。ありが
とうございます。ご一読され寄付金の行方をご理解
いただくと幸いに存じます。
　さて、今回お伝えしたいことは、とりわけ「ロータ
リーカードでポリオ撲滅」で、似顔絵で世界チャン
ピオンの田中さんに依頼し、森藤会長の似顔絵を
作成しました。みなさんにもスモール版を配布しま
すので、是非自宅に貼っていただき、身近な方に
啓蒙していただくと同時に、ロータリーカードを申
込みをしていただきたいということです。
　資料のＰ8にありますように、年会費無料のスタ
ンダードカードですと使用した金額の0.3％が寄付
になります。2万円の買い物をしていただくと60円
ですのでポリオワクチンが1本買えます。これが一
人分のワクチンになります。
　クレジットカードは沢山お持ちでしょうが、例えば
公共料金などの自動引去りもできますので、是非使
い分けしていただければ、ポリオ撲滅に向け大きな
力になります。
　私も率先して公共料金を引き去るようにしました。
皆さま一人一人のお力が大きな力となります。どうぞ
ご協力お願いします。

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

卓話

◆第4回定例理事会
　2015.9.25（金）　13:35～　出席者12名
【報告事項】
ロータリー財団補助金「未来の夢計画」について
【議事】
１．10月例会プログラムの件　承認

10月9日 柿田川環境保全問題について
　　　沼津柿田川ロータリークラブ
 太田　昭二様

10月16日 会員卓話
マイナンバー制についての話
 会　員　　大村　愛美君

10月23日 補助金プロジェクト
「未来の夢計画」贈呈式
 ロータリー財団委員長　　
 吉野　聖一君

10月30日 裁量休会
11月6日 新会員イニシエーションスピーチ

 会　員　　三好　勝晴君

２ ．10/25（日）沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペ　ク
ラブ負担金￥30,000支出の件　承認
　→ 当クラブが幹事なので、さらなるクラブ内参加
を募る

理事会だより

ロータリーの標語

超我の奉仕
ロータリーの標語

超我の奉仕
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