
出席報告

K.R.  ラビンドラン

野口　英一

20162015

2015～2016

―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

第3134回例会	 2016.2.26

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.29

　みなさんこんにちは。14日の日曜日に桐陽高校イン
ターアクトクラブ認証状伝達式が行われました。また、
21日の日曜日には、沼津西ロータリークラブがホストと
して、ＩＭが実施されました。ご出席いただきましたメン
バーの皆様、ご苦労さまでした。また、認証状伝達式の
準備協力ありがとうございました。
　14日の認証状伝達式並びに21日のＩＭを例会変更と
させていただきました。5日の第一例会を休会日として計
画したことで、2月初めての例会が最終例会となってしま
いました。近年では、地区大会やＩＭ等の出席率を向
上させる意味もあり例会を変更してまいりましたが、今回
のように月1度だけの例会は問題だと、今になって例会
変更してしまったことについて反省しております。ロータリ
ークラブにとって例会は大変重要だと考えております。例
会に出席することで親睦も図れますし、ロータリアンとし
てご指導を受けることもできますし、多くの知識や情報も
入手できると思います。ロータリアンにとって、例会が第
一だと思います。今後は、行事計画等を事前に確認のう
え例会変更等も検討し、クラブで行う例会を第一と考え、
皆様に楽しみに出席いただけるよう計画してまいりたいと
考えております。
　4月には研修バス旅行も企画しております。多くのメン
バーの皆様のご参加よろしくお願いいたします。ご家族も
お誘いいただき、ご家族の皆様と一緒に楽しんでまいり
たいと思います。

他RC出席 	積君（2.13第4回地区諮問委員会）、石川
（秀）君（2.22沼津柿田川）、服部君・石
川（秀）君・勝呂君・渡辺（好）君・渡邊（洋）
君（2.23沼津北）、金子君（2.24長泉）

欠席者（6名）
服部君、金子君、望月君、鈴木君、	
塚本君、渡邊（洋）君
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3月4日（金）
　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

3月11日（金）
　イニシエーションスピーチ
	 会　員　　藤田　洋行君

2月合計　4,000円
細澤君…先日の桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式
には、多くの会員の方々にご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。おかげさまで無事に式典
を行うことができました。
峯村君…前回の例会でお誕生日のお祝いをありが
とうございました。
村上君…沼津に引っ越しました。先月、KADOKA	
WAから新刊を出版しました。
寺田君…誕生日のお祝いをいただき、ありがとうご
ざいました。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…3/15（火）は3/12（土）
	 施設訪問そば打ち例会
　　　　　　　3/22（火）は特別休会
　沼　津　西…3/17（木）は3/14（月）
	 2ＲＣ合同例会
　　　　　　　3/31（木）は裁量休会
　富士山吉原…3/17（木）は夜間例会
	 富士山吉原ＲＣ奨学会激励会
　　　　　　　3/31（木）は特別休会
　富 士 宮 西…3/18（金）は3/16（水）市内企業見学
　裾　　　野…3/18（金）は移動・夜間例会
２ ．2/21（日）静岡第3分区ＩＭ⇒会員31名＋事
務局1名出席。

３ ．2/28（日）次期地区研修委員会・地区チーム
研修セミナー⇒積ＰＧ、吉野君　出席予定。

４ ．3月のロータリーレート　1ドル＝116円。

イニシエーションスピーチ
	 会　員　　髙地　尚之君

卓話

　昨年7月に入会させていただきました静岡中央銀
行の髙地です。伝統ある沼津ロータリークラブの
一員となり、大変光栄に思っております。
　私は昭和30年生まれ、昨年4月に60歳の還暦を
迎え、いわゆる人生の2周目をスタートしました。
東京都中野区で生まれ育ち、結婚するまで28年間
をその地で過ごしました。静岡というすばらしい自
然環境のなかで日々暮らしている皆さんには想像で
きないような狭い路地が入り組んでいる住宅密集地
です。ただ、自宅から新宿まで20分と『遊び』には
大変都合の良い場所でした。小学校3年の時、東
京オリンピックが開催され、家のすぐ近くの甲州街
道がマラソン競技の沿道で、円谷幸吉選手など日
本選手が駆け抜ける姿を身近で応援しました。
2020年の東京オリンピックを、幼少のころの感動
とダブらせて観戦できることを楽しみにしています。
　高校は早稲田実業に進学。山岳部に所属し、月
に2回くらい関東各地の山を登り、青春を謳歌した
大変楽しい高校生活でした。法曹界をめざし、夢と
希望を抱き大学に入学しましたが、勉強以外の楽し

いことばかりで、意志薄弱な私はその誘惑に負け、
司法試験は早々に断念し、遊びと人生勉強優先の
学生時代を送ってしまいました。まさに後悔先に立
たずです。
　縁あって、昭和53年、静岡中央銀行に入行し、
現在39年の銀行員生活になります。若いころは東
京・神奈川の支店勤務でしたが、その後静岡県内
の単身赴任生活も14年となり、沼津での生活も通
算6年目です。それぞれの赴任先で、新しい地域を
知り、そこでたくさんの方に出会い、助けられ、仕
事を通じて自分自身が成長できたことは、幸いです。
　静岡中央銀行について触れさせていただきます。
ロータリーの基本理念にもある『地域社会に役立つ
活動』に通じる独自商品として、地元商店街の活性
化を目的に、地域の商店街や商工会議所と連携し
た『お買物券付定期預金』を開発し、その取扱いを
拡大しています。定期預金の金額に応じて、地元商
店街で利用できるお買物券をプレゼントしています。
取扱い開始以来8年間で、静岡県・神奈川県内の
21地区25店舗で、81回にわたって販売し、お買
物券配布額は累計で1億2千万円を超え、定期預
金販売総額は610億円となりました。
　最後に、私自身昨年4月に還暦を迎え、人生2
周目を走っていますが、人生についても、ロータリ
アンとしても、まだまだ未熟な私でございますので、
今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

◆第9回定例理事会
　2016.2.26（金）13:30〜　出席者13名

【議事】
１．3月例会プログラムの件　承認

3月11日 イニシエーションスピーチ
	 会　員　　藤田　洋行君

3月18日 クイリングの紹介
	 稲葉　和子様

3月25日 ＰＥＴＳ報告
	 次年度会長　　石川　三義君
	 次年度幹事　　山本　洋祐君

4月1日 パティシエの世界
　　　有限会社　ペルル　
	 代表取締役　　米野　博英様

２ ．4〜6月テーブル編成の件（今回はアルファベ
ット順）　承認

３ ．3/27（日）伊東ＲＣ創立65周年記念式典に伴
う祝儀支出の件⇒森藤会長、清幹事が出席、祝
儀は1万円×2人＝2万円で承認

４ ．4/6（水）日帰り研修親睦旅行の件
　⇒	東京方面（国会議事堂など）と川越方面の2プ
ランの中から川越プランが承認

【連絡事項】
１	．来週3/4の例会に入会予定者の渡辺様（保険
代理店経営）が出席予定

　⇒	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

　⇒	ゲスト扱いとし、食事代は徴収しない
２	．三井住友信託銀行沼津支店支店長の入会決定
　⇒間もなく入会となる予定

理 事 会 だより
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