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　みなさんこんにちは。65周年の実行委員長の渡邉雅
昭さんが、沼津ロータリークラブの年表を作成してくだ
さいましたので、私も含め在籍年数のまもないメンバー
に、沼津クラブの歴史を紹介させていただきます。創立
は1952年（昭和27年）2月29日・ＲＩ加盟日は同年の3
月17日です。国内加盟承認順位は71番目、スポンサ
ークラブは静岡ロータリークラブと東京ロータリークラ
ブでした。創立当時の会員数は28名で、創立総会を千
本・沼津倶楽部にて行い、9月28日に認証伝達式を沼
津西高等学校にて開催し披露宴は総勢504名にて山養
荘で行われたとのことです。1963年の年会費は34,000
円でした。2000年に年会費を280,000円に改定し現
在に至ります。スポンサーとしては、S30年2月2日に熱
海クラブ・S30年5月20日に吉原クラブ・S31年3月5
日に伊東クラブ・S31年2月27日に三島クラブ・S35
年8月17日に沼津北クラブ・S36年2月9日に下田クラ
ブ・S55年11月10日に沼津東クラブ（柿田川クラブ）計
7クラブです。最大の会員数は1973-1974年度の79名
で、1998年度まで14年間にわたり70名をキープしてま
いりました。1978-1979年度に大河原二郎君・2011-
2012年度に積惟貞君がガバナーに就任されております。
1966年1月に沼津商業高校インターアクトクラブの創立
に続き、1971年8月にローターアクトクラブが創立され
ました。
　沼津クラブも次年度、65周年を迎えることとなります。
先輩の皆様が築き上げた歴史と伝統に恥じることなく、
今後もロータリー活動に邁進してまいりたいと思います。
周年事業につきましても、メンバーのご協力をよろしくお
願いいたします。

他ＲＣ出席  積君・東君・細澤君（4.23米山梅吉記念
館春季例祭）、石川（三）君・山本君（4.23
第1回次期会長幹事会）

欠席者（7名）
東君、藤田君、髙地君、三好君、
野際君、鈴木君、内田君
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5月13日（金）〔穴子丼他〕
　規定審議会報告
 会　員　　積　　惟貞君

会員誕生日　内田　久嗣君
結婚記念日　實石　　学君

5月20日（金）
　3年後の錆びない身体をつくる
 岩崎　崇則様

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…5/16（月）例会変更
　富　　　士…5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
　　　　　　　6/15（水）は特別休会
　　　　　　　6/22（水）は夜間例会
　長　　　泉…5/18（水）は夜間例会
　御　殿　場…5/19（木）は例会場変更
 ＠LALA御殿場　6:40点鐘
　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 ．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
３ ．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
４ ．「ロータリーの友」5月号　配布
５ ．5月のロータリーレート　1ドル＝110円。

「お金の増やし方」
セミナーを10年つづけて
 会　員　　吉野　聖一君

卓話

 ※紙面の都合上、掲載が遅れました

広報 リーダー　山口　和一
　事業計画【目標】会員増強に繋がる広報活動、ＲＣの魅力
を伝える広報活動、沼津ＲＣの確実なＩＴ推進【施策】①広
報・雑誌委員会の連携により、的確なＲＣの活動を伝えてい
く②マスコミ関係へのＰＲ用情報提供フォーマットの作成と
活用③事務局との連携によるＲＣのＩＴ推進の具体的活動
広報・雑誌　組織図などを静岡新聞・沼津朝日新聞に掲載。
Ｒ財団補助金制度を活用し、施設へ包装機材の寄贈をマス
コミに告知。

会員維持増強 リーダー　奥村　茂春
　関連4小委員会と的確な情報交換の上クラブ活性化の重
要課題である会員増強が推進できるよう会員に周知し、協
力をお願いする。あわせて現会員の退会防止、また新会員
へスポンサーは勿論全会員が細かな心遣い、例会場でのご
配慮を心がけてくださるようお願いする。
会員選考　皆様のご尽力で期首より入会希望者が4名あり、
会員増強委員会内田委員長と共に面談・レクチャーを行い、
現在立派な会員として活動されています。当委員会は入会希
望者がいなければ活動ができません。皆様会員増強にご尽
力いただき、当委員会に活動の場をいただきたいと思います。
Ｒ情報　皆様にＲＩ及び日本のＲの最新情報をお届けする
ことを最重要任務として活動しています。最も最新情報を得
る立場にある会長には自ら例会の挨拶の時間を利用しその
一端を披露していただいています。Ｒ情報の宝庫と言われる
Ｒの友の、特にＲＩ指定記事の読破を引き続き要望します。
会員増強・職業分類　【会員増強】7月に4名の入会者があ
り、現時点での会員数は44名です。皆様の情報のおかげで
す。今後とも、特に地元の会社を増やすよう働きかけたいと
思います。外部卓話をきっかけに入会のお話が進むこともあ
りますので、積極的に取り組みたいと思います。【職業分類】
未充填の所を強化し充実させていきたいと思います。例えば、
会計士など現在不在ですので、皆様のご協力をお願いします。

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭
　当委員会は、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年
奉仕の4委員会を担当する委員会で、Ｒの奉仕活動を実質
推進するプロジェクトである。
青少年　ＩＡＣを桐陽高校に新しく立ち上げるため実行委
員会を作り準備をしており、来年2/14の認証式に向けて学
校とも協議を進めています。12名の生徒の名簿をいただい
ており、まもなくメルボルン短期留学から帰国し本格的な活
動に入れると思いますのでご協力をお願いします。8/1～2
ＩＡＣ年次大会に出席、11/22指導者講習会へ参加予定。
職業奉仕　今年度は新会員のイニシエーションスピーチも
多く、会員の職業の認識が深まったと考えます。また、職業
奉仕の概念の再認識のために、四つのテストを紙面が許す
限り、会報に掲載していただこうと思います。1/16地区職業
奉仕セミナーに出席予定。来春、研修旅行を予定。
社会奉仕　今年度は天候に恵まれ、事業計画通りの活動が
実施できました。多数の皆様ご参加感謝いたします。7/26
夏まつりクリーン作戦参加・駅前花壇清掃、10/4千本をよ
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くする会・駅前花壇清掃。12/13に千本をよくする会・駅前
花壇清掃を行う予定です。皆様ご参加よろしくお願いします。
国際奉仕　国際奉仕は、国際理解や親善を推進するために
大きな役割を担う委員会です。当地区の主な活動としては、
①青少年交換プログラム（青少年委員会と連携し、各ＩＡＣ
に積極的に働きかけたい）②Ｒ友情交換プログラム（今年度
は三島ＲＣの会員が参加する予定）です。会員各位の理解と
協力を得ながら、積極的に事業を推進したいと思います。

財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛
　財団プロジェクトは、Ｒ財団委員会と米山委員会の二つ
の委員会から構成されています。
Ｒ財団　①Ｒ財団へ1人150ドルの寄付をお願いします。②
Ｒ財団ハンドブックを活用し卓話を開催（9月）。③地区補助
金によるミニエンドレスシーラーの贈呈式（10月）。Ｒカー
ドも卓話後に申し込みをいただいており感謝しています。ポ
リオ撲滅に向け、引き続きご理解とご協力をお願いします。
米　山　普通寄付40,000円、特別寄付個人232,000円、
クラブ162,000円が集まり寄付しています。米山梅吉記念館
へ賛助会費として120,000円払っています。奨学生、記念
館の維持のため引き続きご寄付をよろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブを活性化させるためのきっかけ作りを推進すること
が役割である。任期3年目の今年度は特に、①会員のニー
ズを調査する（12/4団欒例会時）。②現・次会長、会長予
定者と協議し、中長期的計画を立てる。③クラブ目標を分
析し、成果を評価する。これらを基本として活動を推進したい。

ＳＡＡ 實石　　学
　スムーズに例会が進むよう心がけ、毎回の例会時にしな
ければならないことを副ＳＡＡと打合せをして確認しています
が、時間の読みがまだ甘いこともあり、もう少し幹事との連
携を密にしなければと考えています。年度末まで試行錯誤し
ながらさらにスムーズに例会が進むよう努力いたしますので、
皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
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第２回クラブ協議会 ❷

　私の生業は皆様ご存じのとおり「保険」ですが過日、例会
場所が3階に変更になった日に弊社のスタッフが女性向けに
「お金の増やし方」という看板を出してセミナーをやっていま
した。同じフロアで例会をやってましたので、プログラム委
員会の塚本委員長から「お金の増やし方」セミナーのご依頼
をいただく運びになりました。やっぱりお金はさみしがり屋で
すので、あるところに引き寄せられるようです（笑）本日は私
たちが11年間、毎月やってきたセミナーのことを紹介します。

また、お金を活かすためには健康が重要なテーマですから、
弊社の40周年で作成した「白隠さんの健康法」を小冊子にし
たものをお配りします。また、5月4日の日経新聞にも紹介さ
れていました、「家族信託」もご紹介します。卓話の限られた時
間で話せることは限定されますが、実は明日のセミナーにお
申込みをいただいている方もいます。また、毎回懇親会を行
ってますが、地元のお店にこだわり今回は野際さんにお願い
しました。「ワインを飲んでくまモンを応援しよう！」というテー
マでドネーションを行います。セミナーも10年やってますと
全国的に広まりまして「なんで沼津でやっているの」と不思議
に思われますが、配布した宝島社の記事にあるように、六
本木（東京）と名古屋（愛知）、沼津（静岡）と比較されてます。
たくさんの協力者のおかげで、明日も50名近いセミナー参
加者とご一緒に勉強するのですが、「お金を増やす」というテ
ーマでこれからも沼津をはじめ地域を元気にしていきます。
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り、現時点での会員数は44名です。皆様の情報のおかげで
す。今後とも、特に地元の会社を増やすよう働きかけたいと
思います。外部卓話をきっかけに入会のお話が進むこともあ
りますので、積極的に取り組みたいと思います。【職業分類】
未充填の所を強化し充実させていきたいと思います。例えば、
会計士など現在不在ですので、皆様のご協力をお願いします。

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭
　当委員会は、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年
奉仕の4委員会を担当する委員会で、Ｒの奉仕活動を実質
推進するプロジェクトである。
青少年　ＩＡＣを桐陽高校に新しく立ち上げるため実行委
員会を作り準備をしており、来年2/14の認証式に向けて学
校とも協議を進めています。12名の生徒の名簿をいただい
ており、まもなくメルボルン短期留学から帰国し本格的な活
動に入れると思いますのでご協力をお願いします。8/1～2
ＩＡＣ年次大会に出席、11/22指導者講習会へ参加予定。
職業奉仕　今年度は新会員のイニシエーションスピーチも
多く、会員の職業の認識が深まったと考えます。また、職業
奉仕の概念の再認識のために、四つのテストを紙面が許す
限り、会報に掲載していただこうと思います。1/16地区職業
奉仕セミナーに出席予定。来春、研修旅行を予定。
社会奉仕　今年度は天候に恵まれ、事業計画通りの活動が
実施できました。多数の皆様ご参加感謝いたします。7/26
夏まつりクリーン作戦参加・駅前花壇清掃、10/4千本をよ
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くする会・駅前花壇清掃。12/13に千本をよくする会・駅前
花壇清掃を行う予定です。皆様ご参加よろしくお願いします。
国際奉仕　国際奉仕は、国際理解や親善を推進するために
大きな役割を担う委員会です。当地区の主な活動としては、
①青少年交換プログラム（青少年委員会と連携し、各ＩＡＣ
に積極的に働きかけたい）②Ｒ友情交換プログラム（今年度
は三島ＲＣの会員が参加する予定）です。会員各位の理解と
協力を得ながら、積極的に事業を推進したいと思います。

財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛
　財団プロジェクトは、Ｒ財団委員会と米山委員会の二つ
の委員会から構成されています。
Ｒ財団　①Ｒ財団へ1人150ドルの寄付をお願いします。②
Ｒ財団ハンドブックを活用し卓話を開催（9月）。③地区補助
金によるミニエンドレスシーラーの贈呈式（10月）。Ｒカー
ドも卓話後に申し込みをいただいており感謝しています。ポ
リオ撲滅に向け、引き続きご理解とご協力をお願いします。
米　山　普通寄付40,000円、特別寄付個人232,000円、
クラブ162,000円が集まり寄付しています。米山梅吉記念館
へ賛助会費として120,000円払っています。奨学生、記念
館の維持のため引き続きご寄付をよろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブを活性化させるためのきっかけ作りを推進すること
が役割である。任期3年目の今年度は特に、①会員のニー
ズを調査する（12/4団欒例会時）。②現・次会長、会長予
定者と協議し、中長期的計画を立てる。③クラブ目標を分
析し、成果を評価する。これらを基本として活動を推進したい。

ＳＡＡ 實石　　学
　スムーズに例会が進むよう心がけ、毎回の例会時にしな
ければならないことを副ＳＡＡと打合せをして確認しています
が、時間の読みがまだ甘いこともあり、もう少し幹事との連
携を密にしなければと考えています。年度末まで試行錯誤し
ながらさらにスムーズに例会が進むよう努力いたしますので、
皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
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第２回クラブ協議会 ❷

　私の生業は皆様ご存じのとおり「保険」ですが過日、例会
場所が3階に変更になった日に弊社のスタッフが女性向けに
「お金の増やし方」という看板を出してセミナーをやっていま
した。同じフロアで例会をやってましたので、プログラム委
員会の塚本委員長から「お金の増やし方」セミナーのご依頼
をいただく運びになりました。やっぱりお金はさみしがり屋で
すので、あるところに引き寄せられるようです（笑）本日は私
たちが11年間、毎月やってきたセミナーのことを紹介します。

また、お金を活かすためには健康が重要なテーマですから、
弊社の40周年で作成した「白隠さんの健康法」を小冊子にし
たものをお配りします。また、5月4日の日経新聞にも紹介さ
れていました、「家族信託」もご紹介します。卓話の限られた時
間で話せることは限定されますが、実は明日のセミナーにお
申込みをいただいている方もいます。また、毎回懇親会を行
ってますが、地元のお店にこだわり今回は野際さんにお願い
しました。「ワインを飲んでくまモンを応援しよう！」というテー
マでドネーションを行います。セミナーも10年やってますと
全国的に広まりまして「なんで沼津でやっているの」と不思議
に思われますが、配布した宝島社の記事にあるように、六
本木（東京）と名古屋（愛知）、沼津（静岡）と比較されてます。
たくさんの協力者のおかげで、明日も50名近いセミナー参
加者とご一緒に勉強するのですが、「お金を増やす」というテ
ーマでこれからも沼津をはじめ地域を元気にしていきます。


