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　みなさんこんにちは。本日も先週に引き続き地区研修・
協議会にご出席くださいました次期の委員長様に、ご発
表いただけることとなっております。前回は研修内容、協
議内容等、大変詳しくお話しいただきました。本日も楽し
みにしておりますので、よろしくお願いいたします。
　先週の日曜日に、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した。来賓として、
楠山下田市長・森県議会議員・下田ライオンズクラブ
会長・下田青年会議所副理事長・下田ワイズメンズク
ラブ会長・鶴田地区幹事・斎藤第一分区ガバナー補佐・
伊東・伊東西・熱海南・網代多賀ロータリークラブの
会長、幹事・姉妹クラブである新莊ロータリークラブ会
長他メンバーの方々が出席なされました。
　創立は1960年10月20日、ＲＩ加盟が1961年2月9
日です。チャーターメンバーは28名、スポンサークラブ
は沼津ロータリークラブと伊東ロータリークラブです。
現在のメンバーは20名とのことでした。
　姉妹クラブである新莊ロータリークラブと大変親しく、
毎年交流を行っているとのことで、羨ましくもあり、大変
そうだとも感じました。伊東ロータリークラブも台北中央
ロータリークラブと姉妹クラブでした。伊豆地区は観光
業がまだまだ主な産業となっていることから、多国のクラ
ブとの交流は観光業にも大きく役立つとのことで多くのク
ラブが姉妹提携をされているようです。姉妹クラブを結
ぶことは大変ですが、子クラブがある伊豆地区へも皆様
ぜひ足を運んでいただければと思います。

他ＲＣ出席  積君（4.10～15ＲＩ規定審議会（シカゴ））、
森藤君・清君（4.17下田ＲＣ創立55周
年記念式典）

欠席者（7名）
實石君、望月君、能見君、鈴木君、
塚本君、内田君、内山君
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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

会員誕生日　内山　義郎君、藤田　洋行君
配偶者誕生日　森藤こずえ様（恵二君）
結婚記念日　東　　宗徳君

5月13日（金）
　規定審議会報告
 会　員　　積　　惟貞君

4月合計　31,000円
東君…明日で、6年間務めた米山記念館運営委員を無
事に終わることができそうです。長かったです。
森藤君…勝呂先生、内田君、大友君、塚本君に娘が
大変お世話になりました。
奥村君…4/23（土）24（日）キラメッセぬまづで可憐な
花や、小さな緑がいっぱい展示され、第87回春のみど
りまつりが開催されます。

向坂君…本日で良
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22

婦となって44年になりました。
積君…シカゴの規定審議会に出席し、無事帰ってまい
りました。
勝呂君…先週、森藤会長にほめられました。
渡辺（芳）君…久しぶりの例会出席です。ハワイのコオ
リナリゾートで15年ぶりに海水浴をしました。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…5/9（月）は夜間例会
　　　　　　　5/16（月）例会変更
　富　　　士…5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
　富 士 宮 西…5/20（金）は5/14（土）～15（日）
 岡谷エコーＲＣとの親睦例会
　沼　津　西…6/2（木）は5/29（日）
 創立25周年記念例会
２ ．4/23（土）第1回次期会長幹事会
　⇒ 石川（三）次期会長・山本次期幹事　2名出席予定
３ ．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭
４ ．次年度会員名簿原稿　4/15ポストイン済
　⇒ご確認の上、事務局までご提出ください
５ ．熊本地震災害義援金ご協力のお願い
　⇒卓上に集金袋を設けております

2015～2016年度　第2620地区

地区研修・協議会報告❷
 次年度青少年奉仕委員会　委員長代理　細澤　哲哉
　青少年奉仕委員会はインターアクト小委員会、ロー
ターアクト小委員会、青少年交換小委員会、青少年交
換学友委員会の4つの委員会で構成されております。
　現在2620地区においては、ＩＡＣが19クラブ、ＲＡ
Ｃが5クラブ活動を行っております。地域の青少年を育
成していくことは大切な事業の1つでありますので引き続
き積極的に支援活動を行っていきます。
　青少年交換事業は現在受け入れ国が確定しておりま
せんが、本年度も3～4名の学生を派遣できるように計
画を行っております。この事業はロータリアンの関係者
も参加することのできる唯一の事業でありますので、多く
の方の参加をお待ちしております。
　青少年交換学友委員会は新たに発足した委員会であ
ります。地区内の交換学生経験者を組織化し、経験を
生かして地域の青少年等の活動を手助けすることができ
るように組織されたものであります。
　近年、青少年奉仕活動を行うにあたり「危機管理」の
必要性が重要視されてまいりました。これからはＲＩの
指導の下、国際基準での管理態勢を整え、青少年の
保護に努めていくこととなりました。ＲＩでは「ゼロ容認
方針」を掲げ、セクハラや虐待の申し立ての報告があっ
た場合、報告を受けてからその真偽や重大性、刑事上
の事件性があるなしにかかわらず、72時間以内にＲＩ
に報告することとなっております。この方針は今後、青
少年に係わる事業はもちろんのこと、ロータリークラブ
が主催または参加するすべての事業に関しても対象とな
るようであります。
　地区の方針に基づきまして、1年間活動を行ってまい
りますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

 次年度ロータリー財団委員会　委員長　東　　宗徳
　最近のロータリー財団は大きく変貌していますが、ク
ラブ会員に寄付をお願いする点では何ら変わっておりま
せん。次年度も地区補助金を利用して社会奉仕事業を
計画しております。今回の研修では主に次年度への準
備として、①全会員にマイロータリー登録②ロータリー
クラブ・セントラル2016-2017年度の目標入力（5月1
日迄に）　年次基金：US$150/人・年（寄付ゼロをゼ
ロに）ポリオプラス：US$30/人・年（2018年 END 
POLIOに向けて）　恒久基金：US$1000/各クラブ1
人以上　大口寄付：ＲＣ100周年に向けて③財団月間
や4半期毎に例会で財団に関する情報提供を行う④ロ
ータリーカードへの入会を勧める（当クラブ5名＋新た
に1名）⑤地区補助金の申請（4月27日期限）次年度は
社会福祉法人輝望会のミルキーウェイで重症心身障害
児（者）に対する「スヌーズレン」の支援事業を予定して
います⑥7月23日（土）地区財団セミナー（静岡グランシ
ップ）参加

次年度青少年奉仕委員会　委員長代理　細澤　哲哉

次年度ロータリー財団委員会　委員長　東　　宗徳

 次年度米山委員会　委員長　勝呂　　衛
　井上雅雄パストガバナーをアドバイザーにお迎えして、
2015-2016年度米山記念奨学会卒業生の中国からの
留学生鐘佑希氏の修了生卓話があり引き続き米山記念
賞が来事業についての説明があった。ロータリー米山
記念奨学会とはから始まり寄付について米山記念奨学
生の選考方法、米山記念奨学委員会の運営方針、活
動方針等の解説。世話クラブとカウンセラーの役割、
地区学友、学友会についての説明があり本事業・管理
費は寄付により賄っているので普通寄付、特別寄付併
せて一人16,000円を目標にお願いしたいとの要望が
あった。なお本寄付は税制優遇があり2,000円以上の
寄付でメリットがあるとのこと。

 新会員部会　長橋　秀行
　まずは、ラビンドランＲＩ会長のメッセージ「ロータ
リーへようこそ」の映像と昨年11月の地区大会で上映さ
れた各クラブの活動事例紹介の映像を拝見しました。
そして渡辺脩助パストガバナーからはエンドポリオの取
組みを紹介いただき、野口ガバナーからは自身の経緯
として、当初は不良会員で寄付から逃げていた。その
後色々な役をやるようになり、知るようになってから、寄
付も率先して行うようになった。入会して3年が辞める率
が高い、知る前に辞めてしまうのは残念なこと。せっか
く入ったのだから「色々な役割をやってロータリーを楽し
んでください」以上で新会員部会の報告を終わります。

次年度米山委員会　委員長　勝呂　　衛

新会員部会　長橋　秀行

◆第11回定例理事会
　2016.4.22（金）13:30～　出席者11名
【議事】
１ ．5月例会プログラムの件　承認

5月13日 規定審議会報告
 会　員　　積　　惟貞君

5月20日 3年後の錆びない身体をつくる
 岩崎　崇則様

5月27日 第3回クラブ協議会（30分延長）
ガバナー補佐クラブ期末訪問

6月3日 Ｒ親睦活動月間担当例会・団欒例会

２ ．5/27（金）例会時間延長の件　承認
　⇒ 第3回クラブ協議会・ガバナー補佐クラブ期末訪問
３ ．5/29（日）沼津西ＲＣ創立25周年記念式典に伴う
祝儀支出の件⇒石川副会長、内田前幹事が出席、
祝儀は1万円×2人＝2万円で承認
４ ．熊本地震災害義援金の件　承認
　 ⇒ＲＩ第2720地区から義援金送金の依頼があり、
早速、本日から募金開始
５ ．沼津ＲＣ創立65周年記念式典組織編成の件 承認
　⇒添付資料のとおり実行委員会を立ち上げた

理事会だより
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が主催または参加するすべての事業に関しても対象とな
るようであります。
　地区の方針に基づきまして、1年間活動を行ってまい
りますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

 次年度ロータリー財団委員会　委員長　東　　宗徳
　最近のロータリー財団は大きく変貌していますが、ク
ラブ会員に寄付をお願いする点では何ら変わっておりま
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POLIOに向けて）　恒久基金：US$1000/各クラブ1
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賞が来事業についての説明があった。ロータリー米山
記念奨学会とはから始まり寄付について米山記念奨学
生の選考方法、米山記念奨学委員会の運営方針、活
動方針等の解説。世話クラブとカウンセラーの役割、
地区学友、学友会についての説明があり本事業・管理
費は寄付により賄っているので普通寄付、特別寄付併
せて一人16,000円を目標にお願いしたいとの要望が
あった。なお本寄付は税制優遇があり2,000円以上の
寄付でメリットがあるとのこと。

 新会員部会　長橋　秀行
　まずは、ラビンドランＲＩ会長のメッセージ「ロータ
リーへようこそ」の映像と昨年11月の地区大会で上映さ
れた各クラブの活動事例紹介の映像を拝見しました。
そして渡辺脩助パストガバナーからはエンドポリオの取
組みを紹介いただき、野口ガバナーからは自身の経緯
として、当初は不良会員で寄付から逃げていた。その
後色々な役をやるようになり、知るようになってから、寄
付も率先して行うようになった。入会して3年が辞める率
が高い、知る前に辞めてしまうのは残念なこと。せっか
く入ったのだから「色々な役割をやってロータリーを楽し
んでください」以上で新会員部会の報告を終わります。

次年度米山委員会　委員長　勝呂　　衛

新会員部会　長橋　秀行

◆第11回定例理事会
　2016.4.22（金）13:30～　出席者11名
【議事】
１ ．5月例会プログラムの件　承認

5月13日 規定審議会報告
 会　員　　積　　惟貞君

5月20日 3年後の錆びない身体をつくる
 岩崎　崇則様

5月27日 第3回クラブ協議会（30分延長）
ガバナー補佐クラブ期末訪問

6月3日 Ｒ親睦活動月間担当例会・団欒例会

２ ．5/27（金）例会時間延長の件　承認
　⇒ 第3回クラブ協議会・ガバナー補佐クラブ期末訪問
３ ．5/29（日）沼津西ＲＣ創立25周年記念式典に伴う
祝儀支出の件⇒石川副会長、内田前幹事が出席、
祝儀は1万円×2人＝2万円で承認
４ ．熊本地震災害義援金の件　承認
　 ⇒ＲＩ第2720地区から義援金送金の依頼があり、
早速、本日から募金開始
５ ．沼津ＲＣ創立65周年記念式典組織編成の件 承認
　⇒添付資料のとおり実行委員会を立ち上げた

理事会だより


