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NO.26

　みなさんこんにちは。清幹事、峯村職業奉仕委員長
には1月16日に山梨で行われた地区職業奉仕セミナー
に出席いただきありがとうございました。本日は峯村委
員長に地区職業奉仕セミナーの報告をしていただけるこ
ととなっております。峯村委員長よろしくお願いいたします。
　先週の月曜日に沼津4ロータリー合同例会が行われ
たため、2週間ぶりの通常例会となりました。また2月は
5日が裁量休会となっております。12日の例会日を14日
のインターアクト認証伝達式に変更となり、19日の例会
日を21日の静岡第3分区のＩＭに変更させていただきま
した。次回の通常例会は2月26日ですので、お間違え
のないようよろしくお願いいたします。
　インターアクト認証伝達式につきましては、細澤君はじ
め準備委員会の皆様に大変ご苦労をおかけし準備いた
だいております。また栗原市長・野口ガバナーはじめ多
くの来賓の方々が出席いただける予定となっております。
桐陽高校インターアクトクラブの船出として思い出に残る
伝達式となるよう皆様にもご協力よろしくお願いいたしま
す。また8日には桐陽高校の全体集会にてインターアクト
クラブの伝達式を行うこととなっております。
　ＩＭは西ロータリークラブ主催にてニューウェルサン
ピア沼津で行われます。第3分区内での勉強会と考えて
いただき、特に入会間もないメンバーにつきましてはロ
ータリーを知る良い機会だと思います。ぜひ参加してくだ
さい。私も皆様と一緒に再度勉強してまいりたいと考えて
おりますし、ＩＭを皆様と楽しんでまいりたいとも思いま
す。2月は例会日変更等皆様にはご負担をおかけいたし
ますが、ご協力よろしくお願いいたします。

ビジター  渡邉　妙子君（三島）、
 山本　倫弘君、大貫　隆弘君（沼津北）

他RC出席  實石君（1.19沼津北）、能見君（1.21沼
津西）、積君・細澤君（1.23米山梅吉記
念館運営委員会）、野際君（1.27三島）

欠席者（11名）
東君、石川（秀）君、石川（三）君、
實石君、楠木君、望月君、能見君、
大村君、向坂君、鈴木君、内山君
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2月14日（日）
　桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式（例会変更）

2月21日（日）
　静岡第3分区ＩＭ（例会変更）

1月合計　32,000円
三好君…早めの妻の誕生日祝いありがとうございます。
仕事の都合で、今日は早退させていただきます。
積君…誕生祝い、ありがとうございました。80歳になり
ました。
山口君…奥村さんには大変お世話になりました。Ｖリー
グの応援、孫たちが大興奮でした。またよろしくお願い
いたします。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…2/16（火）は2/21（日）静岡第3分区ＩＭ
　裾　　　野…2/19（金）は2/20（土）静岡第2分区ＩＭ
　　　　　　　2/26（金）は移動・夜間例会
　沼津柿田川…2/22（月）は例会変更
　沼　津　西…2/25（木）は2/21（日）静岡第3分区ＩＭ
　沼　津　北…2/23（火）は2/21（日）静岡第3分区ＩＭ
　富 士 宮 西…2/19（金）は2/21（日）静岡第3分区ＩＭ
２ ．2/21（日）静岡第3分区ＩＭ＠ニューウェルサン
ピア沼津⇒2/19（金）の例会変更（2/19例会なし）と
なり、次回通常例会は2/26（金）12:30点鐘。
３ ．ソウル国際大会での「第17回ロータリー国際囲碁
大会」のご案内　詳細は事務局まで。
４ ．2月のロータリーレート　1ドル＝120円。

地区職業奉仕セミナーの
報告
　　　　職業奉仕委員会
 委員長　　峯村祐紀子君

卓話

　去る1/16、清幹事と共に地区職業奉仕セミナーに参
加してきました。当日は晴天にも恵まれ、甲府駅から程
近い山梨県立図書館は、140名のロータリアンで埋め
尽くされました。
　職業奉仕月間は10月から今年度より1月に変わりまし
た。月誌を参照してＲの目的を再確認してほしいと思い
ます。今年の4月、3年に1度の規定審議会が開催され
ます。この規定審議会は「国際Ｒ定款」、「国際Ｒ細則」、
「標準ＲＣ定款」に関しての立法案が提出、検討され、
決定したことは遵守する必要があります。立法案は「My 
Rotary」でダウンロードできます。
　職業奉仕はＲの真髄で日本のロータリアンにとって
は金看板としている人が多いようですが、わかるようで、
わからないのが実態です。とにかく、Ｒを楽しむこと。
それが会員増強にもつながります。
　冒頭の挨拶の後、2部構成の講演が始まりました。
　第1部では、ミズノ㈱の会長でＪＯＣ名誉委員である
東京ＲＣの水野正人氏が、「五輪開催と職業奉仕を考
える」をテーマに講演を行いました。海外では「売り手良
し」、「買い手良し」の2つですが、日本ではこれに「世
間良し」が加わり「三方良し」となります。この精神を世
界に伝えていくべきです。また、現在、環境・流行病・

経済が世界を脅かしていますが、大震災時であっても
秩序を守ることのできる日本がリーダーシップを発揮し
ていくことが大切です。五輪開催の意義は2つあり、世
界中に夢、感動、元気を与えることと、開催以降の素
晴らしい社会を作り、良いレガシー（遺産）を残すことで
す。それには、スポーツ振興のみならず、環境への配慮、
文化活動、教育、国際交流など多方面の発展が重要
です。また、これらの発展に合わせて私たちは、全く新
しい生業をするのではなく、自分たち独自の生業に掛け
あわせることでニュービジネスを作り出すことができます
（生業×テクノロジー、生業×健康、生業×環境…）。
それには、コミュニケーションを円滑にし、ロータリア
ンの親睦を深めることです。最後に、人生もＲも、の
びのびとやることが大事であると締めくくられました。
　第2部では、髙野孫左ヱ門ＰＧが「あなたは何故ロ
ータリアン？」をテーマに講演を行いました。自ら従事
している職業が、所在する地域社会の中で役立つもの
となるよう研鑽、努力している人たち（ロータリアン）が
一体となり、地域社会、世界が必要とすることに応える
活動を行っているのがＲＣです。奉仕するものは行動し
なければなりません。
　ＲＣの勧誘について、従来は「ベテランのボランティ
アも社会奉仕は未経験という方も、貴方のような人を探
しています。ＲＣに入れば、メリットがあります。」でしたが、
今は「仲間になりませんか？草の根活動を通じて世界に
変化と友情を生み出せるところ、それがＲＣです。」とい
うように、少しのニュアンスの違いが会員増強のポイン
トになりそうです。

 （紙面の都合により内容を要約して掲載しました）

◆第8回定例理事会
　2016.1.29（金）13:30～　出席者12名
【報告事項】
１ ．2015-2016年度忘年家族会収支報告
　⇒参加者58名、収入・支出いずれも858,051円

【議事】
１ ．2月例会プログラムの件　承認

2月14日 桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式
 （例会変更）

2月21日 静岡第3分区ＩＭ（例会変更）
2月26日 イニシエーションスピーチ

 会　員　　髙地　尚之君
3月4日 相続と贈与の問題の問題

　　　　プルデンシャル生命横浜支社
 下野　裕一様

２ ．内村君の件⇒制度上「移籍」はできないので「退会」
扱いとせざるを得ない。復帰の際は「再入会」という
扱いとなり入会金は不要。承認
３ ．2/7（日）「栗原ひろやすと語る新春の集い」出席
に伴う会費支出の件⇒森藤会長が来賓として招待さ
れたため会費から3,000円支出。承認
４ ．2/14（日）桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式の件
⇒会員29名参加予定。当日の役割分担表は追って
配布する。同式に先立ち、2/8（月）の全体集会にて
認証状を伝達する。承認

【連絡事項】
2/21（日）国際Ｒ2620地区静岡第3分区ＩＭについて
⇒ 交通手段は参加状況、参加者の希望等を踏まえ臨機
応変に対応する予定。懇親会は体育館でケータリン
グ。各自防寒対策を。今後の連絡は主にＦＡＸで行う
（通常例会がないため）

理事会だより

ロータリーの標語

超我の奉仕
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