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NO.33

　みなさんこんにちは。本日はＰＥＴＳの内容を石川副
会長と山本副幹事からご報告していただけることとなって
おります。よろしくお願いいたします。
　以前の会長報告で、先輩方のイニシエーションスピー
チもお聞きしたいと話しましたが、先輩から「まずは会長
から始めたら」との話もあり、今回少しだけ私の仕事の話
をさせていただきたいと思います。職業分類は建材業で
す。建材といっても、少し変わった商品を扱っております。
沼津市内では、小中学校校舎の間仕切、屋根、体育館
の床および器具等の官庁物件を中心に仕事をさせてい
ただいております。面白い商品ではプラサヴェルデにて
採用していただいた、外装吹付塗装材です。商品名は「Ｓ
Ｇコート」で、全光型光触媒塗装材です。このＳＧコート
の採用理由は、紫外線で汚れを浄化させ雨で流し落と
す効果に優れていたためで、白を基調とするイメージの
建物を長く維持したいという条件に合うことからでした。
同時にこの塗装材はＣＯ２等の汚染物質の分解除去の効
果もあり、20㎡で7mのポプラの木と同じだけの汚染物
質除去効果のある商品です。つまりプラサヴェルデの周
りには1,000本のポプラ並木が存在していることになりま
す。特に首都圏では緑が少ないこともあり、環境汚染の
問題からも、現在徐々に注目度が高まっている商品の一
つです。また、企業イメージ向上の一環として外装材に
採用いただけるケースも増えてまいりました。
　ＳＧコート以外にも、面白い外装材等を各種取り扱っ
ております。建物の新築、改修等のご計画がございまし
たら、ご相談いただければお役に立てると思います。よろ
しくお願いいたします。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）

他RC出席  積君・石川（三）君・山本君（3.21ＰＥＴＳ）、
渡邊（洋）君（3.22沼津北）

欠席者（12名）
道前君、服部君、石川（秀）君、
楠木君、望月君、村上君、能見君、
向坂君、鈴木君、内田君、渡邊
（洋）君、吉野君
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4月1日（金）〔ホテル特選チキンカレーソース他〕
　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

配偶者誕生日　勝呂　弥生様（衛君）
結婚記念日　吉野　聖一君、能見　哲理君

4月8日（金）〔肉じゃが他〕
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　長橋　秀行君

3月合計　12,000円
細澤君…清さんに、姪っ子が大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。
石川（三）君…4/1の例会、法人職員の辞令交付式
のため、欠席させていただきます。
積君…学友の植松さん、よくおいでくださいました。
白壁君…4/3（日）13:30～「ほめ達検定3級＆セミ
ナー」がプラサヴェルデで開催されます。よろしくお
願いします。まだ空きはあります。
辻君…4/3の千本をよくする会、当日、文化センタ
ーで行われる「戦没者の平和祈念式典」と重なってし
まい、今回は欠席します。

◆第10回定例理事会
　2016.3.25（金）13:30～　出席者13名

【議事】
１ ．4月例会プログラムの件　承認

4月8日 イニシエーションスピーチ
 会　員　　長橋　秀行君

4月15日 地区研修・協議会報告①
 次年度委員長

4月22日 地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

4月29日 祝日休会
5月6日 お金の増やし方セミナーを

10年続けて
 会　員　　吉野　聖一君

２ ．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭に伴う祝
儀支出の件

　⇒森藤会長が出席、祝儀は1万円で承認
３ ．4/17（日）下田ＲＣ創立55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 ．その他　鈴木啓司君から退会届提出の件
　⇒ 退会届は会長預かりとし、会員力を合わせて
慰留する

【連絡事項】
１ ．当ＲＣ創立65周年記念式典（2017.3.17（金））
について

　⇒来月にも実行委員会を立ち上げる予定
２ ．マイロータリー登録の件
　⇒ あと2人で目標（ＲＩ会長賞受賞基準クリア）達
成なので、何とかして達成を目指す

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…4/5（火）は4/3（日）ウォーキング例会
　　　　　　　4/12（火）は夜間例会
 新旧委員長会議
　富士山吉原…4/7（木）は夜間例会　祝寿の会
 ＠箱根 離宮
　沼　津　北…4/12（火）は夜間例会
　富　　　士…4/20（水）は夜間例会＠遊々庵
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
２ ．3/27（日）伊東ＲＣ創立60周年記念式典・祝
賀会⇒森藤会長・清幹事　2名出席予定。
３ ．4/3（日）千本清掃奉仕・「千本をよくする会」
総会のお知らせ⇒卓上配布のご案内をご覧の上、
出欠をご記入ください。
４ ．4/6（水）日帰り研修親睦旅行のご案内（3/4
配布済）⇒出欠回答・会費納入は受付にて。
５ ．4/10（日）地区研修・協議会バス集合時間の
ご案内　該当者にのみポストイン
６ ．MY ROTARY アカウント登録をお願いします

理事会だより

ロータリーの標語　超我の奉仕

 副会長　　石川　三義
　さる3/21（月）、県男女共同参画センターあざれ
あで開催されましたＲＩＤ2620ＰＥＴＳに参加いた
しました。2016-17年度ＲＩ会長のジョンＦ.ジャ
ームのテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。
4つの目標は、会員増強、Ｒ財団への寄付、ポリ
オ撲滅、アトランタ国際大会への参加です。Ｒの
戦略計画に、「親睦を通じて生涯にわたる友情をは
ぐくみ、国・文化を超えた理解をする」「高潔性を
もって約束を守り抜き、倫理を守る」「多様性を誇
るＲは、さまざまな考え方をつなぎ、多角的なアプ
ローチで問題に取り組む」「奉仕を通じてリーダー
シップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題に
取り組む」と、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リー
ダーシップの発揮が謳われています。
　沼津ＲＣも、これらの方針にもとづいて、一年間
活動していきたいと考えます。沼津ＲＣの運営につ
きましては、全員参加のＲＣにするために、会員一人
ひとりがスピーチをする機会を得ることを目指します。
　魅力ある、誇りが持てるＲＣづくりに努めるため
に、会長として、誠心誠意努めると同時に、会員一
人ひとりのご協力をお願いいたします。

副会長　　石川　三義

 副幹事　　山本　洋祐
１　ＰＥＴＳとは
２　ジョンＦ．ジャームＲＩ会長エレクト
　⑴テーマ「人類に奉仕するロータリー」
　⑵4つのポイント
３　生子哲男ガバナーエレクト
　 地区目標⑴会員増強　⑵ＲＣセントラルの利用
⑶Ｒ財団への寄付と補助金の積極的活用　⑷Ｒ
米山記念奨学会への理解と支援　⑸Ｒの公共イ
メージの向上　⑹各委員会事業への理解と参加
⑺ＲＩ会長賞への挑戦　⑻地区大会（2016.
11.19～11.20）への参加　⑼2018年 ＥＮＤ Ｐ
ＯＬＩＯ　⑽国際大会への参加
４　分区会議～前島正容次期ガバナー補佐
　 ⑴ガバナー公式訪問　⑵ガバナー補佐クラブ訪
問　⑶地区大会　⑷ＩＭ　⑸会長幹事会　⑹周
年記念行事　⑺広報活動　⑻Ｒカードを作ろう

５　ロータリーコーディネーター講和

副幹事　　山本　洋祐

紙面の都合により、内容を要約して掲載しました

ＰＥＴＳ報告
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