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第3121回例会 2015.11.6

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.16

　みなさんこんにちは。本日は清幹事と地区大会に出席
のため例会は欠席いたします。明日は地区大会二日目
ですのでみなさんと一緒に地区大会に出席します。地区
大会に出席することでロータリーの活動内容や目標も理
解できると思います。今回都合で参加できないメンバー
の方はぜひ次回参加していただければと思います。特に
新人のメンバーについては出席義務となっておりますの
で、三年未満のメンバーは必ず出席をお願いします。
　本日は三好君のイニシエーションスピーチです。地区
大会出席のため、直接お話を聞くことはできませんが、
来週のクラブ週報にて内容を楽しみに拝見させていただ
きます。イニシエーションスピーチは以前もお話させてい
ただきましたが、ご自身を理解してもらえる大切な機会だ
と考えておりますし、メンバーの皆様も楽しみにしている
プログラムの一つです。三好君には、張り切って発表を
お願いします。
　また、クラブホームページも實石君の協力で生まれ変
わりました。クラブの歴史・会長挨拶・役員紹介・例会
年間予定・記念事業・活動報告の項目を記載させてい
ただきました。記念事業については、創立5周年から60
周年までの事業を掲載いたしました。活動報告について
は平成14年千本公園・沼津地方の子守歌・歌碑の建立、
平成16年橋田メモリアル・戦火の街に子供病院を、の
事業内容も掲載いたしました。今後数年かけて仕上げて
いきたいと考えております。皆様からも良きアイデア、アド
バイスよろしくお願いいたします。

他RC出席  鈴木君（10.26富士宮）、渡邊（洋）君
（10.27沼津北）、鈴木君（10.30富士宮
西）、内村君（10.30勝浦）

欠席者（10名）
楠木君、望月君、森藤君、野際君、
清君、積君、鈴木君、内村君、
渡邉（雅）君、渡辺（芳）君
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11月13日（金）
　地区大会報告

会員誕生日　渡辺　芳彦君
配偶者誕生日　積　　邦子様（惟貞君）
結婚記念日　大友　保志君

11月20日（金）
　第2回クラブ協議会

ゴルフ部…10/25、4ＲＣ対抗ゴルフコンペが開催され
ました。総勢53名、沼津ＲＣ13名参加しました。お疲
れさまでした。杉山哲男君がベスグロ85でした。
石渡君…11/4、沼津医師会恩賜基金表彰をいただき
ました。勝呂会長・医師会の皆様ありがとうございました。
實石君…本日はいよいよ三好君のイニシエーションス
ピーチです。皆様よく聴いてください。三好君、自虐ネ
タはほどほどに。
吉野君…今月はＲ財団月間で皆様へのお願いをポスト
インしてます。Ｒカード共 ご々協力よろしくお願いします。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…11/25（水）は夜間例会
　　　　　　　12/9（水）は早朝例会
　　　　　　　12/16（水）は夜間例会
　　　　　　　12/23（水）は祝日休会
　　　　　　　12/30（水）は休会
　沼津柿田川…11/16（月）は11/22（日）バザー参加
　　　　　　　11/23（月）は祝日休会
　　　　　　　12/28（月）は12/26（土）
 クリスマス家族例会
　富　士　宮…11/23（月）は祝日休会
　　　　　　　12/7（月）は12/5（土）ファミリー忘年会
 18:30～
　　　　　　　12/28（月）は例会時間変更 12:30～
　御　殿　場…11/26（木）は例会場変更
２ ．Ｒ財団寄付金についてポストイン
　⇒ 11月はＲ財団月間です。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。

３ ．「ロータリーの友」11月号配布
４ ．11月のロータリーレート　1ドル＝120円。
５ ．11/20（金）第2回クラブ協議会 常任委員会委員
長は壇上にて発表をお願いします
　⇒ 小委員会委員長は常任委員会委員長まで報告書

提出をお願いします。
６ ．12/18（金）忘年家族会（夜間例会・18:00点鐘）
のご案内ポストイン⇒出欠回答・会費納入は受付にて。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

　クラブ研修リーダーの役割は、クラブを活性化させる
ためのきっかけ作りを推進すること。今年度は任期3年
目であり、特に、①会員のニーズを調査する②クラブ
目標を分析し、成果を評価する③現・次会長、会長予
定者と協議し、中長期的計画を立てる。これらを基本と
して活動を推進したい。

ＳＡＡ 實石　　学

　気品と風紀を守り、明るく楽しい有意義な例会を作り、
クラブへのゲスト・ビジターを歓迎し気持ちの良い会場
を作るべく、会長幹事及び他の委員会と密接に連携し、
会員にとって有意義な時間となるよう、会場監督の責務
を遂行します。①プログラムの確認と必要機器の準備
②ネームプレートとゲスト・ビジターの配置準備③3分
前コール・着席要請④例会の司会進行⑤満テーブルの
確認と粗品配布⑥会員慶事記念品の選定⑦テーブル編
成表の作成（3か月毎）⑧食事献立への配慮。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 實石　　学

新会員イニシエーションスピーチ

みんなのためになるか どうか
 会　員　　三好　勝晴君

第1回クラブ協議会⑥

卓話

　本年7月に皆様のお仲間入りさせていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。スポンサーは實石学
様です。日頃より、ＲＣのことに不見識な私の面倒を見
ていただいており、感謝しています。
　私は昭和33年7月に沼津市三芳町の現在の自宅で
生まれました。私は3人兄妹ですが、父は9人兄弟の長
男で、我々が幼い頃は10人位の大家族の中で育ちまし
た。何かといえば家に集まり酒盛りになることが多く、楽
しくお酒を飲むことが趣味のような私の性格は、この頃
から形作られてきたような気がします。
　昭和56年3月に日本大学法学部を卒業し、司法書士
を目指して東京都三鷹市の大坪司法書士事務所に勤め
始めました。それから20年…。司法書士試験に合格し
たのは、平成12年でした。長い道のりでした。その間
に結婚し、子どもも二人できました。しかしながら、そ

の20年間の修行時代ともいうべき時期があったからこ
そ今がある、と心底感じています。私共のような士業は、
知識だけではなく、経験が大きくものを言うからです。
そういう意味で、私に司法書士の実務経験という宝を
授けていただいた恩師の大坪先生には本当に感謝して
います。
　平成12年3月に東京の事務所を円満退所し、同年5
月、沼津市大手町に念願の事務所を開き現在に至ります。
　開業して間もなく地元の同級生からＰＴＡへの強制的
な誘いがあり、ＰＴＡ会長（3年間）、そして沼津市ＰＴ
Ａ連絡協議会会長（2年間）をすることになり、今は沼津
市の教育委員をお受けしています。また、ＰＴＡがきっ
かけですが、「第五おやじの会」という地元の子ども達
を見守ることを趣旨とした活動も続けています。そうは
言っても我々がまずは楽しんでいますが…。
　また開業して間もなく、あるお方との出会いで、「日本
酒の会」「落語の会」「俳句の会」等々誘われるままに
行くようになりました。開業したばかりで仕事もほとんど
ない頃でしたので、何でこんなに誘われるのかと思って
いましたが、仕事に絡まないこれらの会は、そこに集う
皆様と共に今はとても楽しく有意義なものになっています。
　今後皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

指 名 委 員 会
 指名委員長　　道前　　勇
次年度理事及び次々年度会長候補者の指名
クラブ細則第3条第4節第3項により、本節第2項
で決定した候補者を発表します。

〈次年度理事候補者〉
奥村茂春君・山口和一君・石川三義君
森藤恵二君・吉野聖一君・細澤哲哉君
東　宗徳君・實石　学君・山本洋祐君

〈次々年度会長候補者〉
吉野　聖一君

ロータリーの標語 超我の奉仕
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