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　みなさんこんにちは。本日は地区大会報告です。後ほ
ど石川副会長と清幹事に内容について報告していただき
ます。6日、7日と地区大会に出席してまいりました。1日
目のクラブ会長・幹事会ではクラブ受賞表彰が行われ、
沼津クラブは米山寄付表彰達成クラブとして達成金額3
千万にて表彰していただきました。他表彰クラブは甲府
ＲＣ（5千万）、甲府北ＲＣ（3千万）、富士吉田西ＲＣ（1
千万）、南アルプスＲＣ（1千万）です。諸先輩方のご努
力のお陰と感謝いたします。地区指導者育成セミナーで
は、規定審議会オブザーバー小船井修一氏の「ロータリ
ーを取り巻く環境の変化」のお話を聞かせていただき勉
強になりました。2日目はメンバーのみなさんと本会議に
出席いたしました。個人表彰として沼津クラブから、30
年以上100％出席正会員として、寺田鼎君・杉山哲男君・
渡邉雅昭君・積惟貞君が表彰されました。大変素晴らし
い賞です。私も皆様を見習い今後努力してまいりたいと
思います。記念講演では作家井沢元彦氏の「歴史から見
た経営戦略」の講演を聞かせていただきました。武田信
玄と織田信長を比較してのお話は大変興味もわき面白い
お話でした。分科会ではロータリー国際親善奨学生飯
島百合さんのチェンバロの演奏を聴き、インターアクトク
ラブの活動壁新聞を拝見し、シアターにてポリオ撲滅活
動の映像を拝見させていただきました。ポリオ撲滅活動
の大切さを再認識する映像でした。沼津クラブとしてもポ
リオ撲滅寄付金も継続して努力していきたいと考えており
ますのでご協力よろしくお願いいたします。
　地区大会に参加することでロータリー活動内容も理解
できますので今回参加できなかったメンバーの方はぜひ
次回参加していただけるようお願いいたします。
　塚本君に協力していただいた、ご当地グルメ屋台「沼
津の大名うなぎの干物」も大変好評でした。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）

他RC出席  金子君（11.11長泉）

欠席者（10名）
藤田君、金子君、峯村君、望月君、
野際君、能見君、大友君、鈴木君、
内山君、渡邊（洋）君
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11月20日（金）
　第2回クラブ協議会

会員誕生日　服部　哲雄君
結婚記念日　望月　美樹君

11月27日（金）
　経営の原点について
 株式会社　かいけい村　代表取締役　　村田　忠嗣様

山静学友会　植松茂君…沼津クラブの皆様お世話にな
ります。毎年クリスマス例会にお招きいただきありがとう
ございます。前傾姿勢で出席させていただきます。私事
で恐縮ですが、年内で現職を退き、開業準備に入ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
三好君…先週はイニシエーションスピーチ、また結婚
記念日のお祝いいただきありがとうございました。初め
ての地区大会も記念になりました。よろしくお願いします。
森藤君…地区大会、大変勉強になりました。出席者の
皆様ご苦労様でした。
積君…家内の誕生祝いをありがとうございました。
渡辺（芳）君…誕生日のお祝いありがとうございます。

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
　沼　津　北…12/1（火）は振替休会
 （11/29（日）創立55周年記念式典）
　　　　　　　12/15（火）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/29（火）は裁量休会
２ ．12/18（金）忘年家族会
　⇒ 出欠回答・会費納入は受付にて。
３ ．ＲＩ国際大会（inソウル2016.5.28㈯～6.1㈬）
参加旅行のご案内　卓上配布⇒韓国開催ということ
で、参加ご検討をよろしくお願いいたします。

ロータリー財団寄付　表彰
～ ポールハリスフェロー ～

杉山 哲男君・渡邉 雅昭君・吉野 聖一君
～ マルチプルポールハリスフェロー ～
積 　惟貞君　レベル１、レベル２
石渡 保宣君　レベル１　　　　　

～ ベネファクター ～
杉山 哲男君・渡邉 雅昭君・積 　惟貞君

地区大会1日目報告 幹　事　　清　　マキ君
　13時甲府富士屋ホテルにて点鐘のため、渡邉雅昭
さん、野際さん、森藤会長、私の4名で正午に甲府駅へ。
「各駅に止まらない」というだけの極めて鈍足の「特急ふ
じかわ」に乗ってのんびり紅葉を眺めての2時間でした。
　地区委員長・会長・幹事会では「米山寄付3,000万
円達成」の表彰を森藤会長が受け、そのあと小船井氏
による「我々ロータリーは絶滅危惧種か？」という衝撃
的なタイトルの講演がありました。3年に1度の規定審
議会にて出席要因や例会のあり方について提言があり、
その賛否の投票の為に来年4月に積ＰＧがサンディエ
ゴに行かれます。そんなシステムがあることもこの講演
で初めて知りました。台湾のＲＩ会長代理夫妻を囲ん
での懇親会は、甲府産の食材がふんだんに使われた
料理と、ソムリエの資格を持つ野口ガバナーが自ら選
んだそれは美味しい甲州ワイン5種類にて和やかに行
われ1日目が終了いたしました。
　様々な意味でとても貴重な勉強をさせていただきまし
た、ありがとうございました。 

地区大会1日目報告 幹　事　　清　　マキ君

地区大会2日目報告 副会長　　石川　三義君
　本会議は11月7日（土）開催。受付が8:30、開会点
鐘が9:30と例年より30分ほど早い開会でした。沼津Ｒ
Ｃからの参加者は総勢21名でした。国歌斉唱、ロータ
リーソング、開会・歓迎の言葉に続き、21名の物故会
員に黙祷を捧げました。野口英一ガバナー挨拶、台湾
出身のＲＩ会長代理ファン・チンエン氏のアドレスが
ありました。
　11:10からの作家井沢元彦氏による記念講演「歴史
から見た経営戦略」は、武田信玄・今川義元・織田信
長などの戦国武将の戦術から、現代社会の経営戦略の
在り方を具体的にお話しされ、大変有意義な講演でした。
　講演終了後、ガバナーエレクト清水中央ＲＣの生子
哲男氏の紹介・ホストクラブ代表挨拶と続き、13:00
閉会の点鐘となりました。懇親会会場準備の間、3つ
の分科会会場を見て回りました。3つ目の分科会は、イ
ンターアクトクラブの活動をポスターセッションで見まし
た。静岡県東部の高校は、日大三島高校、沼津中央
高校、知徳高校、加藤学園、沼津商業高校などが参
加していました。大懇親会は14:30から15:45、16:00
閉会となり、地区大会を楽しむことができました。

地区大会2日目報告 副会長　　石川　三義君

2015.11.6（金）・7（土）　於：甲府富士屋ホテル
ホスト：甲府ＲＣ

11/6（金） 森藤君、村上君、野際君、清君、積君、渡邉（雅）君、積邦子様
11/7（土）  道前君、細澤君、石川（三）君、石渡君、實石君、髙地君、三好君、森藤君、村上君、

野際君、大友君、清君、積君、内田君、内村君、渡邉（雅）君、渡邊（洋）君、山本君、
吉野君、積邦子様、事務局鈴木さん

地区大会
出席者

米山寄付表彰
沼津ＲＣ（3千万円）

30年以上100％出席正会員
寺田　 鼎君・杉山 哲男君
渡邉 雅昭君・積 　惟貞君

◀ 新会員紹介
沼津ＲＣよ
り2名登壇

▲ 3千万円
達成クラブ
の感謝状
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