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　皆さんこんにちは。本日メインプログラムは在籍表彰
ならびに出席表彰です。在籍表彰は在籍年数35年の渡
邉雅昭さん、10年の野際宏行さんと實石学さん、5年
の内田久嗣さんです。ホームクラブ100％出席者が6名、
出席率100％のメンバーが16名おられました。今回はお
しくも表彰をのがされたメンバーの方々は是非本年度は
100％出席にチャレンジしてみてください。皆様に楽しん
で出席していただけるよう例会も工夫してまいりたいと思
います。
　杉山パスト会長が山口前会長年度にロータリーの友
からご紹介していただいた内容は考えさせられ勉強にな
りました。「ロータリーとはなんですか」の問いに「ロータ
リーは例会に出席することです。奉仕の心（思いやり）を
学びます。その心を持ったロータリアンが自分の職業を
通じて世の中に貢献していく。これがロータリーの目指
すところです。ロータリーは学校のような所です。例会で
異業種の方 と々交わり職業倫理、人間性を高め、その
心を家庭、会社、地域へと及ぼしていく、そのような人
を育てることを目標としています。いろいろ言い回しがで
きますが、つまるところロータリーの使命とは例会におい
て会員をりっぱなロータリアンに育てることにあります」と
紹介していただきました。
　私自身もロータリアンとしては、まだまだ半人前です。
例会で先輩方からご指導をいただき、この一年でりっぱ
なロータリアンになれるよう皆さんと一緒に勉強していき
たいと思います。

ビジター 	渡邉　妙子君（三島）
他RC出席 	鈴木君（6.30新富士）、積君・東君・細澤君

（7.11米山梅吉記念館運営委員会）、野
際君（7.12国際奉仕委員会及びＩＡ委
員会研修）、服部君・石川（秀）君・大村君
（7.13沼津柿田川）、寺田君（7.14沼津
北）、内村君・吉野君・金子君（7.15長泉）

欠席者（10名）
服部君、石川（秀）君、髙地君、
楠木君、峯尾君、鈴木君、寺田君、	
内村君、渡邊（洋）君、山本君
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7月24日（金）
　前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会
	 18：00点鐘

会員誕生日　能見　哲理君、向坂　義次君
配偶者誕生日　渡辺　礼子様（好司君）

7月31日（金）　裁量休会
8月7日（金）
　第1回クラブ協議会

實　石君…在籍10年表彰ありがとうございます。もう
10年！！ あと何年？
三　好君…實石さん在籍10年表彰おめでとうございま
す。入ったばかりですが、やめる時はいっしょですから…。
野　際君…在籍10年表彰ありがとうございます。今後
ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
内　田君…5年目が過ぎ6年目に入りました。今後とも
よろしくお願いいたします。
渡邉（雅）君…在籍表彰のお祝いありがとう。一足先に
おいしいさくらんぼが届きました。

１．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…7/29（水）は夜間例会
　富　士　宮…7/27（月）は夜間例会 Ｇ公式訪問
	 2クラブ合同例会
　　　　　　　8/24（月）は特別休会
　　　　　　　8/31（月）は夜間例会
　富 士 宮 西…7/24（金）は7/27（月）18：30〜
	 Ｇ公式訪問＠パテオン
　　　　　　　7/31（金）は例会場変更 18：30〜
	 納涼例会＠狩宿「あざみ」
　　　　　　　8/14（金）は特別休会
　新　富　士…7/28（火）は振替休会
　　　　　　　7/30（木）はＧ公式訪問
	 富士山吉原ＲＣ・富士ＲＣと合同例会
　沼　津　北…8/11（火）は裁量休会
　　　　　　　8/18（火）は8/20（木）Ｇ公式訪問
　沼　津　西…8/13（木）は裁量休会
　富士山吉原…8/13（木）は特別休会

在籍年数 会員氏名 入会年月日
35 渡邉　雅昭 1979.11.2

10
野際　宏行 2004.12.3
實石　　学 2005.7.1　

5 内田　久嗣 2009.7.3　

◦在籍35年 �  渡邉　雅昭君
　	　例会出席だけが念頭にあって、気付いたら35年経
ってしまったというのが実感です。入会時36歳でした
ので、自分の人生の半分をＲに在籍したことになり、
あらためて時の流れを感じます。この間、出席率
100％を維持できたのも自分が健康であったというこ
とであり、健康管理に気遣ってくれた妻に感謝してお
ります。また、ここ数年はホームクラブ100％も達成
できるようになりました。今までは関係団体の行事や
公職等で物理的に不可能だったものが少なくなった
ためで、自分の歳を自覚する今日このごろです。

◦在籍10年 �  野際　宏行君
　	　在籍10年の表彰をいただきありがとうございます。
2004年12月3日に小川義次さん・鈴木一郎さんの
ご紹介で入会させていただきました。入会当初、毎
週はきついなと思っておりましたが、次第に金曜日の
例会が習慣となりました。心待ちにしているのは店の
スタッフのようで、明るく気持ちよく送り出してくれます。
何を意味するか内心穏やかざるものがございます。今
後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

◦在籍10年 �  實石　　学君
　	　10年在籍表彰ありがとうございます。これまで諸先
輩のご指導を受け色々なＲ活動をしてまいりました。
入会して2年目から副幹事そして幹事、積Ｇ年度には
地区副幹事。自分では“もう？ 少し早いのでは？”と
いう気持ちがありましたが、やり終えてみるとそんなこ
とはなく、ぐぐっとＲへの理解が深まりその後の活動
が楽しくなりました。諸先輩方に感謝です。新入会員
の皆様、是非積極的に色々な活動に参加することを
お勧めいたします。それがＲ理解への第一歩だと思
います。皆様、これからもよろしくお願いいたします。

◦在籍5年 �  内田　久嗣君
　	　2009年7月3日に沼津ＲＣに入会して早5年が過
ぎました。九州の大学を卒業後、名古屋、大阪、神
戸と勤務し、地元に帰ってきた折に、渡邉雅昭さん
からお誘いをいただき、多方面のつながりを得る良
いきっかけと思い入会しました。皆様に支えられ、
2011-12年度積ＰＧの副幹事、前年度は山口会長
と皆様のご協力のもと幹事という大役を務めることが
できました。今後ともよろしくお願いいたします。

※紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

寺田　　鼎
渡邉　雅昭
石渡　保宣
山口　和一
辻　　明久
峯村祐紀子

杉山　哲男　　　積　　惟貞　　　奥村　茂春
鈴木　啓司　　　服部　哲雄　　　勝呂　　衛
森藤　恵二　　　吉野　聖一　　　細澤　哲哉
野際　宏行　　　實石　　学　　　清　　マキ
峯尾佐都子　　　内田　久嗣　　　内村　　愛
白壁　浩之　　　　　　　　　　　　　　　　

2014-2015年度

出 席 表 彰
　在籍5年ごとの在籍表彰、ホームクラブ100％
出席、出席100％の会員の表彰が行われました。
　表彰された皆様に敬意を表するとともに、引き
続き出席率の向上にご協力をお願いします。

在 籍 表 彰（2015.7.1時点での満年数） ホームクラブ出席率100％

地区報告出席率100％
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