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第3125回例会 2015.12.4

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.20

　みなさんこんにちは。先週の日曜日に、積パストガバ
ナー、内田直前幹事と沼津北ロータリークラブ創立55
周年記念式典に出席してまいりました。野口ガバナーの
メッセージを積パストガバナーによりご披露され、栗原
市長のメッセージを藤岡副市長がご披露されました。韓
国から公州ロータリークラブのメンバーが9名出席され、
会長よりご挨拶もございました。記念事業として、米山梅
吉記念館に寄付金の贈呈と50周年記念から行われてお
ります大漁桜の植樹も行われたとのことです。大漁桜の
成長のビデオも拝見させていただきました。大漁桜は沼
津市民の皆様のためになる事業でもあり、ロータリーの
活動の一環を市民の方に理解していただける素晴らしい
事業だと感じました。沼津クラブも長年、千本公園の清
掃並びに千本松原の維持管理を行ってまいりました。単
独で行う事業には限界もございます。親子クラブとして協
力しあい、事業を継続していくことも大切だと考えます。
　周年記念式典には、他来賓として工藤沼津市教育長、
米山梅吉記念館理事長でもある渡邉脩助パストガバナ
ー、芹澤貞治ガバナー補佐も出席いたしました。招待者
として第3分区会長幹事、御殿場・裾野・長泉ロータリ
ーの会長幹事も出席いたしました。記念祝賀会では、芹
澤ガバナー補佐に続き、スポンサークラブ会長として挨
拶させていただきました。
　沼津クラブも石川年度に65周年記念式典を行う予定
となっております。今年度中には準備委員会の立ち上げ
を行わなければなりません。皆様にご協力をお願いする
機会も多くなると思いますが、よろしくお願いいたします。

ゲスト  坂根　英夫様（桐陽高校校長）
 野呂瀬正己様（桐陽高校インターアクト）

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）

他RC出席  吉野君（11.27地区Ｒ財団委員会）、積
君・森藤君・内田君（11.29沼津北ＲＣ
創立55周年記念式典）、野際君・鈴木君
（12.1沼津北）、積君（12.3,4ロータリー
研究会）

欠席者（9名）
石川（秀）君、服部君、金子君、
楠木君、望月君、野際君、鈴木君、
内田君、内村君
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12月11日（金）
　新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　金子　暁生君

会員誕生日　白壁　浩之君、勝呂　　衛君

12月18日（金）
　忘年家族会（夜間例会・18時点鐘）

細澤君…實石さん、ご立派なご自宅のご新築おめ
でとうございます。
積君…植松君、例会によくおいでくださいました。
杉山君…明後日6日、先日の私のエージシュートを
祝うゴルフ会を開催していただけることになっています。
沼津ＲＣのゴルフ仲間の友情に感謝感激です。こ
れからも“夢をもう一度”を目指して頑張るつもりです。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…12/15（火）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/29（火）は裁量休会
　富　士　宮…12/28（月）は例会時間変更
 12:30～
　長　　　泉…12/16（水）は夜間例会
　　　　　　　12/23（水）は祝日休会
　　　　　　　12/30（水）は休会
　　　　　　　1/13（水）は1/15（金）夜間例会
　　　　　　　1/20（水）は早朝例会
　　　　　　　1/27（水）は1/30（土）
 米山文庫カルタ大会
　新　富　士…12/15（火）はクリスマス夜間例会
 ＠あさくま 19:00～
　　　　　　　12/29（火）は特別休会
　　　　　　　1/5（火）は特別休会
　　　　　　　1/12（火）は新年夜間例会
　沼　津　西…12/17（木）は12/19（土）
 クリスマス家族例会
　　　　　　　12/31（木）は裁量休会
　富士山吉原…12/17（木）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/31（木）は特別休会
　御　殿　場…12/17（木）は
 クリスマス家族例会 18:00～
　富 士 宮 西…12/18（金）は夜間例会
 ファミリー忘年会
　　　　　　　12/25（金）は特別休会
　沼津柿田川…12/28（月）は12/26（土）
 クリスマス家族例会
２ ．12/18（金）忘年家族会
　⇒ 出欠回答・会費納入は受付にて。
３ ．1/18（月）沼津4ＲＣ合同夜間例会
　⇒出欠回答・会費納入は受付にて。
４ ．「ロータリーの友」11月号 配布

団 欒 例 会
　今回は、来年の2/14（日）に桐陽高校ＩＡＣ認証
伝達式が行われるに先立ち、桐陽高校の坂根英夫
校長先生と、野呂瀬正己先生がゲストとしてお見え
になり、ご挨拶をいただきました。
　また、お二人を交えて歓談され、今後につながる
親睦が深められるひと時となりました。

　11月6日例会時、道前　勇指名委員長より、次
年度理事候補者及び次々年度会長候補者の発表が
あり、これまで新たに立候補される方はありません
でした。よって、クラブ細則第3条第4節第4項によ
り次の方の当選が確定しました旨宣言します。

次年度理事
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
吉野聖一君

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催

2015.12.6（日） 於：裾野カンツリークラブ

2015-16年度　静岡第3分区
ＩＭ参加のお願い

　今回のゴルフコンペは杉山哲男君エージシュート
達成記念杯として行われ、総勢13名が参加され腕
を競い合い、スポーツを通して友情を深めました。
　優勝者は實石学君です。おめでとうございます。

参加者　 杉山君、石川（三）君、塚本君、大村君、
内田君、森藤君、吉野君、能見君、實
石君、三好君、大友君、山口和也君（沼
津北）、須山敏様

旅 行 期 間   2016年5月28日（土）
 ～5月30日（月）（3日間コース）
   2016年5月28日（土）
 ～5月31日（火）（4日間コース）
開会本会議   2016年5月29日（日）
　2016年国際ロータリー年次大会は例年より参加し
やすい距離にある韓国ソウルで開催されます。
　ロータリーの世界観を体感・体験する絶好の機会
です。ぜひご参加をお願いいたします。

開催日時   2016年2月21日（日）
  　12:30 受付・登録（現地集合）
  　13:00 開会点鐘
  　17:30 閉会
ホストクラブ   沼津西ロータリークラブ
会場   ニューウェルサンピア沼津
※詳細は別紙「ＩＭのご案内」をご覧ください。
＊2/19（金）の例会変更です。極力ご出席ください。
　出欠回答は事務局まで（お早めにお願いします）。

ＲＩ第2620地区
2016年国際ロータリー年次大会

参加旅行のご案内

年次総会開催
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