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　みなさんこんにちは。先週は皆様のご協力で指名委員
を無事任命させていただきました。委員の皆様には11
月の第一例会に次年度の理事候補者および次々年度会
長候補者の選考をよろしくお願いいたします。
　本日は内山君のイニシエーションスピーチです。私も
十数年前に皆様の前でお話をさせていただきましたが、
大変緊張してお話させていただいたことを覚えております。
自分のことを知っていただける良い機会ですので、張り
切って話をしてみてください。聞く皆様方も楽しみにして
いるプログラムの一つだと思います。
　先週の例会で、吉野委員長からロータリーカードの案
内を私の似顔絵付きで紹介していただきましたので、入
会させていただくことといたしました。皆様もぜひ入会し
ていただければと思います。三年間使用しない場合はカ
ードが無効となってしまいますので、ご注意ください。
　また、吉野委員長からハワイ旅行の写真を見せていた
だきました。私も娘が長くハワイに滞在しておりましたので、
何度となくハワイに行く機会がありました。少しハワイの
穴場を紹介させていただきます。日曜日はサンデーブラ
ンチの習慣があります。その中でもハレクラニのブラン
チは最高です。また朝食はアランチーノ・ディ・マーレ
のオムレツも最高です。夕食ならミシェルズのディナーで
す。心地良い波音を聞き、夕日が沈む景色を堪能できる、
雰囲気の良いレストランです。毎週土曜日には、カピオ
ラニ・コミュニティ・カレッジにてハワイのローカルフー
ドを楽しめる朝市も開催されております。ハワイに行く機
会がございましたらご相談いただければ紹介させていた
だきます。

ビジター  久松　　但君（沼津西）
 山本　倫弘君（沼津北）

他RC出席  鈴木君（9.28富士宮）、白壁君（9.29沼
津北）

欠席者（5名）
金子君、峯尾君、鈴木君、塚本君、
内村君
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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

結婚記念日　白壁　浩之君、内村　　愛君

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

石川（三）君…所用により早退させていただきます。
森　藤君…千本をよくする会お休みさせていただきます。
奥　村君…①4日（日）千本をよくする会です。どうや
ら天気は良さそうですいません。②9月28日、富士市
八尾の風情あふれる、本場の「おわら風の盆」をじっ
くり堪能。スーパームーンのひと時、石渡先生に感謝。
清　君…10/4の千本をよくする会ですが、すみま
せん、所用により欠席させてください。
積　君…明後日の千本の掃除に出席できません。
申し訳ありません。
渡辺（芳）君…①従業員が東先生にお世話になりま
した。②家内の誕生日祝、いただきました。

１．例会変更のお知らせ
　御　殿　場…10/15（木）は観月会
 ＠名鉄菜館、18：00～
　　　　　　　10/22（木）は例会場変更
 ＠名鉄菜館
　富 士 宮 西…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
　沼津柿田川…10/12（月）は祝日休会
　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 ．米山梅吉記念館賛助会費（40名×3,000円
＝120,000円）送金
　ご協力ありがとうございました。
３ ．「ロータリーの友」10月号　配布
４ ．10月のロータリーレート　1ドル＝120円。
５ ．ロータリー米山記念奨学会ご寄付のお願い
　 　10月は米山月間です。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

　本年6月より加入させていただきましたスルガ銀
行の内山です。当沼津ロータリークラブ創立には
スルガ銀行2代目頭取岡野豪夫も係わっていたとの
ことで、その一員に加えていただきましたことは大変
光栄ですし、身の引き締まる思いです。
　私は1955年伊豆の国市（旧大仁町）生まれで今
年還暦です。中学高校ではバスケットボールに励み
ながら合間を見ては時々勉強をしていました。その
甲斐あって高校ではそこそこ良い結果が出て、大
学でも活躍してやるぞと息巻いて入部したのですが、
そこで初めて「井の中の蛙」の意味を知りました。挫
折感の中、他チームのコーチなどを命じられました。
当初は嫌々だったのですが、一人ひとりが上手くな
るとチームが強くなるというその面白さが徐々に解る
ようになり、それはそれで充実した学生時代を過ご

させてもらいました。
　スルガ銀行に入社してからは営業店勤務中心に、
三島、鎌倉、横浜、平塚、本部、富士、沼津、
東京、天城湯ヶ島、修善寺、富士、本部、と転々
としております。各地各地に話せば長くなるエピソー
ドがあり、言葉に言い尽くせないほど、感謝し尽く
せないほどお世話になった方々がたくさんいること
は、私にとって本当に幸せなことです。
　スルガ銀行は沼津青野を生誕の地として創立、
今年で120周年です。それはすべてお取引先様の
おかげさまと感謝しております。今現在スルガの経
営は他の地方銀行さんと少し違うかもしれません。
そういう意味ではご不満やご意見をいただくこともあ
りますが、銀行らしくない様々な可能性に挑戦させ
ていただけるのも、やはり地元沼津をコンパスの軸
足として地元のお客様のご支援の上にできることと
感謝しております。本業はもとよりＣＳＲ活動等を通
じ少しでも地域のお役に立ちたいと思っております。
　最後になりますが、私、還暦とはいえまだまだ未
熟者でございます。どうか今後ともご指導よろしくお
願いいたします。

新会員
イニシエーションスピーチ
 会　員　　内山　義郎君

卓話

千本をよくする会

10/4（日） 千本清掃・駅前花壇整美

　千本をよくする会による清掃活動が行われました。
今回も千本公園の清掃終了後、駅前花壇に移動し、
整美活動を行いました。天候にも恵まれ、清 し々い
気分で清掃に取り組めたのではないでしょうか。
　参加者の皆様、お疲れさまでした。

参加者　奥村君、石渡君、大村君、寺田君、渡邉
（雅）君、石川（秀）君、渡邊（洋）君、向坂君、峯
尾君、峯村君、藤田君、山本君、内田君、細澤君、
山口君、辻君、大友君、石渡三代子様、深瀬和彦様、
山口奏汰様、山口ゆいり様、事務局鈴木さん

ロータリーの標語

超我の奉仕



出席報告

K.R.  ラビンドラン

野口　英一

20162015

2015～2016

第3117回例会 2015.10.2

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

―2―

森 藤 恵 二
清 　 マ キ
村 上 綾 一

☎〈055〉963-0515　　  963-5202

沼津リバーサイドホテル

NO.12

　みなさんこんにちは。先週は皆様のご協力で指名委員
を無事任命させていただきました。委員の皆様には11
月の第一例会に次年度の理事候補者および次々年度会
長候補者の選考をよろしくお願いいたします。
　本日は内山君のイニシエーションスピーチです。私も
十数年前に皆様の前でお話をさせていただきましたが、
大変緊張してお話させていただいたことを覚えております。
自分のことを知っていただける良い機会ですので、張り
切って話をしてみてください。聞く皆様方も楽しみにして
いるプログラムの一つだと思います。
　先週の例会で、吉野委員長からロータリーカードの案
内を私の似顔絵付きで紹介していただきましたので、入
会させていただくことといたしました。皆様もぜひ入会し
ていただければと思います。三年間使用しない場合はカ
ードが無効となってしまいますので、ご注意ください。
　また、吉野委員長からハワイ旅行の写真を見せていた
だきました。私も娘が長くハワイに滞在しておりましたので、
何度となくハワイに行く機会がありました。少しハワイの
穴場を紹介させていただきます。日曜日はサンデーブラ
ンチの習慣があります。その中でもハレクラニのブラン
チは最高です。また朝食はアランチーノ・ディ・マーレ
のオムレツも最高です。夕食ならミシェルズのディナーで
す。心地良い波音を聞き、夕日が沈む景色を堪能できる、
雰囲気の良いレストランです。毎週土曜日には、カピオ
ラニ・コミュニティ・カレッジにてハワイのローカルフー
ドを楽しめる朝市も開催されております。ハワイに行く機
会がございましたらご相談いただければ紹介させていた
だきます。

ビジター  久松　　但君（沼津西）
 山本　倫弘君（沼津北）

他RC出席  鈴木君（9.28富士宮）、白壁君（9.29沼
津北）

欠席者（5名）
金子君、峯尾君、鈴木君、塚本君、
内村君

44

44

39

88.64

88.63

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

結婚記念日　白壁　浩之君、内村　　愛君

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

石川（三）君…所用により早退させていただきます。
森　藤君…千本をよくする会お休みさせていただきます。
奥　村君…①4日（日）千本をよくする会です。どうや
ら天気は良さそうですいません。②9月28日、富士市
八尾の風情あふれる、本場の「おわら風の盆」をじっ
くり堪能。スーパームーンのひと時、石渡先生に感謝。
清　君…10/4の千本をよくする会ですが、すみま
せん、所用により欠席させてください。
積　君…明後日の千本の掃除に出席できません。
申し訳ありません。
渡辺（芳）君…①従業員が東先生にお世話になりま
した。②家内の誕生日祝、いただきました。

１．例会変更のお知らせ
　御　殿　場…10/15（木）は観月会
 ＠名鉄菜館、18：00～
　　　　　　　10/22（木）は例会場変更
 ＠名鉄菜館
　富 士 宮 西…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
　沼津柿田川…10/12（月）は祝日休会
　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 ．米山梅吉記念館賛助会費（40名×3,000円
＝120,000円）送金
　ご協力ありがとうございました。
３ ．「ロータリーの友」10月号　配布
４ ．10月のロータリーレート　1ドル＝120円。
５ ．ロータリー米山記念奨学会ご寄付のお願い
　 　10月は米山月間です。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

　本年6月より加入させていただきましたスルガ銀
行の内山です。当沼津ロータリークラブ創立には
スルガ銀行2代目頭取岡野豪夫も係わっていたとの
ことで、その一員に加えていただきましたことは大変
光栄ですし、身の引き締まる思いです。
　私は1955年伊豆の国市（旧大仁町）生まれで今
年還暦です。中学高校ではバスケットボールに励み
ながら合間を見ては時々勉強をしていました。その
甲斐あって高校ではそこそこ良い結果が出て、大
学でも活躍してやるぞと息巻いて入部したのですが、
そこで初めて「井の中の蛙」の意味を知りました。挫
折感の中、他チームのコーチなどを命じられました。
当初は嫌々だったのですが、一人ひとりが上手くな
るとチームが強くなるというその面白さが徐々に解る
ようになり、それはそれで充実した学生時代を過ご

させてもらいました。
　スルガ銀行に入社してからは営業店勤務中心に、
三島、鎌倉、横浜、平塚、本部、富士、沼津、
東京、天城湯ヶ島、修善寺、富士、本部、と転々
としております。各地各地に話せば長くなるエピソー
ドがあり、言葉に言い尽くせないほど、感謝し尽く
せないほどお世話になった方々がたくさんいること
は、私にとって本当に幸せなことです。
　スルガ銀行は沼津青野を生誕の地として創立、
今年で120周年です。それはすべてお取引先様の
おかげさまと感謝しております。今現在スルガの経
営は他の地方銀行さんと少し違うかもしれません。
そういう意味ではご不満やご意見をいただくこともあ
りますが、銀行らしくない様々な可能性に挑戦させ
ていただけるのも、やはり地元沼津をコンパスの軸
足として地元のお客様のご支援の上にできることと
感謝しております。本業はもとよりＣＳＲ活動等を通
じ少しでも地域のお役に立ちたいと思っております。
　最後になりますが、私、還暦とはいえまだまだ未
熟者でございます。どうか今後ともご指導よろしくお
願いいたします。

新会員
イニシエーションスピーチ
 会　員　　内山　義郎君

卓話

千本をよくする会

10/4（日） 千本清掃・駅前花壇整美

　千本をよくする会による清掃活動が行われました。
今回も千本公園の清掃終了後、駅前花壇に移動し、
整美活動を行いました。天候にも恵まれ、清 し々い
気分で清掃に取り組めたのではないでしょうか。
　参加者の皆様、お疲れさまでした。

参加者　奥村君、石渡君、大村君、寺田君、渡邉
（雅）君、石川（秀）君、渡邊（洋）君、向坂君、峯
尾君、峯村君、藤田君、山本君、内田君、細澤君、
山口君、辻君、大友君、石渡三代子様、深瀬和彦様、
山口奏汰様、山口ゆいり様、事務局鈴木さん

ロータリーの標語

超我の奉仕


