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　みなさんこんにちは。4月10日に開催されました地区
研修・協議会に事務局の鈴木さんを含め12名の皆様方
のご出席をいただきました。ありがとうございました。各
次期委員長様には次年度に向けての研修を受けてこら
れたことと思います。今週と来週の二週にわたり、次期
委員長様から報告をいただけることとなっております。限
られた時間の中での報告となってしまいますが、よろしく
お願いいたします。
　また、来週の日曜日に下田ロータリークラブ創立55
周年記念式典に清幹事と出席してまいります。下田ロー
タリークラブは沼津クラブ岡野特別代表、伊東クラブの
提唱により1960年に誕生し、翌1961年に国際ロータリ
ーに加入承認されております。沼津クラブとしては4番目
にスポンサーをさせていただいた、歴史と伝統のあるク
ラブです。ロータリーカップ争奪少年野球大会、台湾へ
の河津桜の植樹等を行っておられるクラブです。55周
年記念事業としては、下田ロータリークラブと姉妹クラ
ブである台湾の新莊ロータリークラブの主催で、国際交
流高校生フォトコンテストを実施されたとのことです。「あ
なたの街の歴史自慢・ふるさと自慢」をテーマに伊豆地
区の多くの高等学校と台湾の高等学校の生徒から数多く
写真の応募がありました。私もネットで拝見させていただ
きましたが、高校生の純粋な目を通した写真に心を洗わ
れた思いでした。このような事業は将来の青少年の育成
にもつながりますし、ロータリーの活動の一環を市民の
皆様にご理解していただける機会にもなると考えます。末
永く継続していただけることを願うばかりです。
　沼津クラブとしても参考にさせていただき、地域に貢
献できる事業を企画してまいりたいと思います。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）、
 大野　数芳君（沼津北）

他ＲＣ出席  （4.10地区研修・協議会は次ページ）、
能見君・内山君（4.13長泉）、野際君
（4.13三島）

欠席者（11名）
東君、藤田君、石川（秀）君、髙
地君、向坂君、清君、積君、鈴
木君、内田君、渡辺（好）君、渡
辺（芳）君
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4月22日（金）
　地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

結婚記念日　杉山　哲男君、向坂　義次君

4月29日（金）　祝日休会
5月6日（金）
　お金の増やし方セミナーを10年続けて
 会　員　　吉野　聖一君

石川（三）君…4/10の地区研修・協議会への参加あり
がとうございます。本日、被選理事会がありますので、
よろしくお願いします。
三好君…先日、初めて地区研修会へ参加させていただ
きました。勉強させていただきます。
吉野君…地区研修・協議会でクラブのＲカードが増え
ました。ありがとうございます。Ｒ財団の寄付金も本年
残すところ2か月半です。皆さんよろしくお願いします。
次年度の東先生よろしくお願いします。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…4/27（水）は4/22（金）早朝例会
　御　殿　場…4/28（木）は例会場変更
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
　　　　　　　5/20（金）は5/14（土）～15（日）
 岡谷エコーＲＣとの親睦例会
　沼津柿田川…5/2（月）は裁量休会
　　　　　　　5/16（月）例会変更
　富　　　士…5/4（水）は祝日休会
　　　　　　　5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
２ ．4/17（日）下田ＲＣ創立55周年記念式典
　⇒ 森藤会長・清幹事　2名出席予定
３ ．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭＠米山梅吉記
念館ホール14:00～
　⇒参加希望の方は事務局までご連絡ください
４ ．次年度会員名簿原稿ポストイン
　⇒ご確認の上、事務局までご提出ください
５ ．Ｒ財団寄付再度お願いポストイン（今年度未寄付
の方対象）

2015～2016年度　第2620地区

地区研修・協議会報告❶
2016年4月10日（日）　於：グランシップ（静岡市）
ホストクラブ：清水中央ＲＣ

出席者　 石川（三）君、山本君、峯村君、細澤君、渡
邊（洋）君、野際君、東君、吉野君、勝呂君、
三好君、長橋君、事務局鈴木様

出席者　 石川（三）君、山本君、峯村君、細澤君、渡

 次年度会員増強委員会　委員長　峯村祐紀子
岡本Ｇの談話　2016～2017年度のジョンＦ．ジャー
ムＲＩ会長エレクトのテーマは「人類に奉仕するロータ
リー」である。ＲＣ運営の目的は第一に会員増強である。
ターゲットを絞り、沼津ＲＣに合った人材を選定する。
立派な人を作るという考え方で若い人を勧誘する。
生子ＧＥの談話　次年度ＲＩ会長がお話しされた優先
事項は、会員増強、財団年次基金、ポリオ撲滅活動
への寄付、アトランタ国際大会への参加を含む10項目。
女性会員は世界水準で20％だが、日本は5％。近づ
けたい！二代目、三代目に声がけ。退職後の人もＯＫ。
上手な選考を。既存会員の退会者が出ないよう仕事を
してもらう。ＲＣの行く末を思って増強に努める。既存
会員50名以下は1名、51名以上は2名の増員を！
村松ＧＮの談話　アポを取らず、候補者をまわり、名
刺を置いてプレッシャーをかける。増強委員に任せず、
会長もまわる。発想を変えてＲＣの主旨を丁寧に説明し、
賛同を得て入会を促す。

 次年度職業奉仕委員会　委員長代理　三好　勝晴
　職業奉仕とは、世のため人のためにする心をもって、
大いに仕事に励むことであり、他の奉仕委員会とは違
い、職業奉仕の受益者はロータリアン自身である。尼
崎西の田中毅さんが創設された「源流の会」が大変参
考になる。
　年間計画に次の4項目を取り入れて欲しいこと。①職
業奉仕月間中に、奉仕についての講話を会員が聴く機
会を設ける。②例会への出席～異業種集団で組織され
ているＲＣにとって、例会は職業奉仕のための会と言っ
ても過言でないから。③会員の事業所訪問～自らの目
で職場環境等を見分してみる。④職業奉仕についての
話し合いの場を設ける～例えば小グループ分かれて。

次年度会員増強委員会　委員長　峯村祐紀子

次年度職業奉仕委員会　委員長代理　三好　勝晴

 次年度社会奉仕委員会　委員長　渡邊洋二郎
　近時、地区の社会奉仕事業としましては、富士登山
や富士山ないしはその周辺の清掃など富士山に関する
事業が行われておりました。
　しかし、富士山が世界文化遺産に登録されたことも
あり、次年度は地区において、富士山に関する社会奉
仕事業は行われないことになりました。
　次年度の地区唯一の社会奉仕事業は、本年11月20
日（日）、静岡グランシップで行われます地区大会にお
ける、「超我の奉仕」についての理解を深めるためのセ
ミナーとなります。
　内容は、いじめ撲滅のために活動をされている落語
家三遊亭究斗師匠にお越しいただき、落語とご講演を
していただく予定となっております。究斗師匠は、かつ
て劇団四季に10年間所属し、その後、落語家に転身し、
ミュージカル落語という分野を開拓された方です。
　ぜひ、多くの会員にセミナーにご出席いただき、社
会奉仕活動に対しての理解をさらに深めていただけれ
ばと思います。
　次年度の地区の社会奉仕事業は、以上のとおりで、
会も時聞が大幅に余りましたので、志田パストガバナー
より、社会奉仕活動の基本は各クラブにおける独自の
事業とのご指摘がありました。
　当クラブとしては、独自の社会奉仕活動として、千本
浜公園の清掃、沼津駅南口の花壇の清掃、夏祭りクリ
ーン作戦、地区補助金を活用したＮＰＯや社会福祉法
人への寄付など、クラブ独自の社会奉仕活動を行って
おりますので、これらの活動を継続していければと思っ
ております。

 次年度国際奉仕委員会　委員長　野際　宏行
　来年度より地区国際奉仕委員会の枠組みが大きく変
更になります。
　次年度からは、青少年交換事業が青少年奉仕委員
会に移行することになり、本委員会は国際奉仕とＲ友情
交換の2事業となりました。
　国際奉仕は、費用的にもＲ財団との連携が大事で、
マッチンググラントやグローバル補助金等の資金を活
用しなくてはなりません。単独クラブのみならず複数の
クラブでの共同事業の紹介もありました。Ｒ友情交換
に関しましては、今年度交換（5月～）の経過報告がなさ
れました。

次年度社会奉仕委員会　委員長　渡邊洋二郎

次年度国際奉仕委員会　委員長　野際　宏行
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 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.36

　みなさんこんにちは。4月10日に開催されました地区
研修・協議会に事務局の鈴木さんを含め12名の皆様方
のご出席をいただきました。ありがとうございました。各
次期委員長様には次年度に向けての研修を受けてこら
れたことと思います。今週と来週の二週にわたり、次期
委員長様から報告をいただけることとなっております。限
られた時間の中での報告となってしまいますが、よろしく
お願いいたします。
　また、来週の日曜日に下田ロータリークラブ創立55
周年記念式典に清幹事と出席してまいります。下田ロー
タリークラブは沼津クラブ岡野特別代表、伊東クラブの
提唱により1960年に誕生し、翌1961年に国際ロータリ
ーに加入承認されております。沼津クラブとしては4番目
にスポンサーをさせていただいた、歴史と伝統のあるク
ラブです。ロータリーカップ争奪少年野球大会、台湾へ
の河津桜の植樹等を行っておられるクラブです。55周
年記念事業としては、下田ロータリークラブと姉妹クラ
ブである台湾の新莊ロータリークラブの主催で、国際交
流高校生フォトコンテストを実施されたとのことです。「あ
なたの街の歴史自慢・ふるさと自慢」をテーマに伊豆地
区の多くの高等学校と台湾の高等学校の生徒から数多く
写真の応募がありました。私もネットで拝見させていただ
きましたが、高校生の純粋な目を通した写真に心を洗わ
れた思いでした。このような事業は将来の青少年の育成
にもつながりますし、ロータリーの活動の一環を市民の
皆様にご理解していただける機会にもなると考えます。末
永く継続していただけることを願うばかりです。
　沼津クラブとしても参考にさせていただき、地域に貢
献できる事業を企画してまいりたいと思います。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）、
 大野　数芳君（沼津北）

他ＲＣ出席  （4.10地区研修・協議会は次ページ）、
能見君・内山君（4.13長泉）、野際君
（4.13三島）

欠席者（11名）
東君、藤田君、石川（秀）君、髙
地君、向坂君、清君、積君、鈴
木君、内田君、渡辺（好）君、渡
辺（芳）君
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4月22日（金）
　地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

結婚記念日　杉山　哲男君、向坂　義次君

4月29日（金）　祝日休会
5月6日（金）
　お金の増やし方セミナーを10年続けて
 会　員　　吉野　聖一君

石川（三）君…4/10の地区研修・協議会への参加あり
がとうございます。本日、被選理事会がありますので、
よろしくお願いします。
三好君…先日、初めて地区研修会へ参加させていただ
きました。勉強させていただきます。
吉野君…地区研修・協議会でクラブのＲカードが増え
ました。ありがとうございます。Ｒ財団の寄付金も本年
残すところ2か月半です。皆さんよろしくお願いします。
次年度の東先生よろしくお願いします。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…4/27（水）は4/22（金）早朝例会
　御　殿　場…4/28（木）は例会場変更
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
　　　　　　　5/20（金）は5/14（土）～15（日）
 岡谷エコーＲＣとの親睦例会
　沼津柿田川…5/2（月）は裁量休会
　　　　　　　5/16（月）例会変更
　富　　　士…5/4（水）は祝日休会
　　　　　　　5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
２ ．4/17（日）下田ＲＣ創立55周年記念式典
　⇒ 森藤会長・清幹事　2名出席予定
３ ．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭＠米山梅吉記
念館ホール14:00～

　⇒参加希望の方は事務局までご連絡ください
４ ．次年度会員名簿原稿ポストイン
　⇒ご確認の上、事務局までご提出ください
５ ．Ｒ財団寄付再度お願いポストイン（今年度未寄付
の方対象）

2015～2016年度　第2620地区

地区研修・協議会報告❶
2016年4月10日（日）　於：グランシップ（静岡市）
ホストクラブ：清水中央ＲＣ

出席者　 石川（三）君、山本君、峯村君、細澤君、渡
邊（洋）君、野際君、東君、吉野君、勝呂君、
三好君、長橋君、事務局鈴木様

出席者　 石川（三）君、山本君、峯村君、細澤君、渡

 次年度会員増強委員会　委員長　峯村祐紀子
岡本Ｇの談話　2016～2017年度のジョンＦ．ジャー
ムＲＩ会長エレクトのテーマは「人類に奉仕するロータ
リー」である。ＲＣ運営の目的は第一に会員増強である。
ターゲットを絞り、沼津ＲＣに合った人材を選定する。
立派な人を作るという考え方で若い人を勧誘する。
生子ＧＥの談話　次年度ＲＩ会長がお話しされた優先
事項は、会員増強、財団年次基金、ポリオ撲滅活動
への寄付、アトランタ国際大会への参加を含む10項目。
女性会員は世界水準で20％だが、日本は5％。近づ
けたい！二代目、三代目に声がけ。退職後の人もＯＫ。
上手な選考を。既存会員の退会者が出ないよう仕事を
してもらう。ＲＣの行く末を思って増強に努める。既存
会員50名以下は1名、51名以上は2名の増員を！
村松ＧＮの談話　アポを取らず、候補者をまわり、名
刺を置いてプレッシャーをかける。増強委員に任せず、
会長もまわる。発想を変えてＲＣの主旨を丁寧に説明し、
賛同を得て入会を促す。

 次年度職業奉仕委員会　委員長代理　三好　勝晴
　職業奉仕とは、世のため人のためにする心をもって、
大いに仕事に励むことであり、他の奉仕委員会とは違
い、職業奉仕の受益者はロータリアン自身である。尼
崎西の田中毅さんが創設された「源流の会」が大変参
考になる。
　年間計画に次の4項目を取り入れて欲しいこと。①職
業奉仕月間中に、奉仕についての講話を会員が聴く機
会を設ける。②例会への出席～異業種集団で組織され
ているＲＣにとって、例会は職業奉仕のための会と言っ
ても過言でないから。③会員の事業所訪問～自らの目
で職場環境等を見分してみる。④職業奉仕についての
話し合いの場を設ける～例えば小グループ分かれて。

次年度会員増強委員会　委員長　峯村祐紀子

次年度職業奉仕委員会　委員長代理　三好　勝晴

 次年度社会奉仕委員会　委員長　渡邊洋二郎
　近時、地区の社会奉仕事業としましては、富士登山
や富士山ないしはその周辺の清掃など富士山に関する
事業が行われておりました。
　しかし、富士山が世界文化遺産に登録されたことも
あり、次年度は地区において、富士山に関する社会奉
仕事業は行われないことになりました。
　次年度の地区唯一の社会奉仕事業は、本年11月20
日（日）、静岡グランシップで行われます地区大会にお
ける、「超我の奉仕」についての理解を深めるためのセ
ミナーとなります。
　内容は、いじめ撲滅のために活動をされている落語
家三遊亭究斗師匠にお越しいただき、落語とご講演を
していただく予定となっております。究斗師匠は、かつ
て劇団四季に10年間所属し、その後、落語家に転身し、
ミュージカル落語という分野を開拓された方です。
　ぜひ、多くの会員にセミナーにご出席いただき、社
会奉仕活動に対しての理解をさらに深めていただけれ
ばと思います。
　次年度の地区の社会奉仕事業は、以上のとおりで、
会も時聞が大幅に余りましたので、志田パストガバナー
より、社会奉仕活動の基本は各クラブにおける独自の
事業とのご指摘がありました。
　当クラブとしては、独自の社会奉仕活動として、千本
浜公園の清掃、沼津駅南口の花壇の清掃、夏祭りクリ
ーン作戦、地区補助金を活用したＮＰＯや社会福祉法
人への寄付など、クラブ独自の社会奉仕活動を行って
おりますので、これらの活動を継続していければと思っ
ております。

 次年度国際奉仕委員会　委員長　野際　宏行
　来年度より地区国際奉仕委員会の枠組みが大きく変
更になります。
　次年度からは、青少年交換事業が青少年奉仕委員
会に移行することになり、本委員会は国際奉仕とＲ友情
交換の2事業となりました。
　国際奉仕は、費用的にもＲ財団との連携が大事で、
マッチンググラントやグローバル補助金等の資金を活
用しなくてはなりません。単独クラブのみならず複数の
クラブでの共同事業の紹介もありました。Ｒ友情交換
に関しましては、今年度交換（5月～）の経過報告がなさ
れました。

次年度社会奉仕委員会　委員長　渡邊洋二郎

次年度国際奉仕委員会　委員長　野際　宏行


