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　皆さんこんにちは。本日は本年度最初の夜間例会で
前会長・幹事慰労会です。しばらく昼の例会中で行って
まいりましたが本年度は夜間例会として実施させていただ
きました。前年度は「ロータリーデー」と称して港にてご家
族を交えバーベキューを行いました。前々年度はリバー
サイドホテルにて沼商さんの吹奏楽部様の演奏を交えて
納涼会を行いました。本年度は前会長・幹事慰労会を
夜間例会として実施することで、皆さんに親睦も深めてい
ただきたく企画させていただきましたところ、多数のメン
バーの方にご出席いただき感謝申し上げます。
　以前は夜間例会も定期的に行っていましたが、年々回
数が減少してまいりました。予算の都合もあり、皆さんに
ご負担をおかけしてしまいますが、今後も企画してまいり
たいと考えておりますので、ご理解とご協力のほどよろしく
お願いいたします。
　例会以外でも3ヶ月に一度テーブル会を実施していた
だいております。テーブルマスターも皆さんの予定にあ
わせて計画していただいていると思います。第一は親睦
を深めていただくことですが、諸先輩方からロータリー
についてのお話をお聞きする絶好の機会でもありますの
で、ぜひ積極的に参加していただけるようお願いいたし
ます。
　3月に会長エレクト研修セミナーに参加させていただ
いた中で野口英一ガバナーに「どうせやるなら楽しくやり
ましょう」と激励していただきました。沼津クラブのメンバ
ーの方 と々ロータリーを楽しんでいきたいと思います。

他RC出席 	藤田君・石川（秀）君・白壁君・鈴木君・
内村君・渡邊（洋）君（7.21沼津北）

欠席者（13名）
藤田君、石川（秀）君、金子君、
髙地君、楠木君、峯尾君、望月君、	
村上君、能見君、大和田君、内
山君、渡辺（好）君、渡邊（洋）君
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8月7日（金）
　第1回クラブ協議会（30分延長）
　ガバナー補佐クラブ期首訪問

8月14日（金）　お盆休会
8月21日（金）
　会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会
　地区会員増強・維持セミナー報告

7月合計　38,810円
奥村君・峯村君…Ｄ・Ｅのテーブル会を7/17に開催し
ました。残金をスマイルします。
細　澤君…本日は精一杯頑張らせていただきます。久
しぶりの夜間例会をお楽しみください。
森　藤君…山口前会長・内田前幹事、一年間ありがと
うございました。
寺　田君…ホームクラブ100％出席でご褒美においし
い桜桃をいただき、ありがとうございました。
塚　本君…本日は土用丑の日です…。
内　田君…本日はありがとうございます。気楽に例会に
出られます。
渡邉（雅）君…山口前会長・内田前幹事、一年間お疲
れ様です。
山　口君…会員の皆様には、一年間大変お世話になり
ました。今日は、ご馳走になります。

１．例会変更のお知らせ
　富　　　士…8/12（水）はお盆特別休会
　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
　富 士 宮 西…8/14（金）は特別休会
　沼津柿田川…8/17（月）は裁量休会
　　　　　　　8/31（月）は8/28（金）合同例会
　富　士　宮…8/24（月）は特別休会
　　　　　　　8/31（月）は夜間例会
２．8/1（土）〜8/2（日）ＩＡＣ第42回年次大会
　峯尾君　1名出席予定。

夏まつりクリーン作戦
および 駅前花壇清掃

2015.7.26（日）

　「明るい社会づくり運動沼津地区協議会」が毎年沼津
の夏祭り2日目に行っている街のゴミ拾い運動。今年は、
当クラブからは19名の会員に加え、ご家族、ご友人な
どの参加もいただき、早朝より清掃活動を行いました。
　参加された皆様、お疲れ様でした。
参加者　大村君、鈴木君、野際君、峯村君、峯尾君、
東君、向坂君、藤田君、實石君、山本君、積君、森
藤君、清君、杉山君、細澤君、大友君、山口君、石川
（秀）君、内田君、植松茂君（学友）、清あんり様、細
澤君のご友人

慰労のことば� 会　長　　森藤　恵二
　山口前会長・内田前幹事、1年間ご苦労様でした。
山口前会長のもと1年間勉強させていただいたおかげを
もちまして、スムーズに本年度がスタートできました。心よ
り感謝申し上げます。また山口前会長と内田前幹事のご
努力で第1例会に4名の入会式も行うことができました。
本来であれば山口年度での増員を私の年度にとのお心
遣いにも深く感謝申し上げます。
　例会等の運営は山口前会長のお人柄で、家族的で
和気あいあいとした企画が多く、楽しく1年を送ることが
できました。そこで勉強させていただいた楽しいＲの運
営を継承できるよう頑張っていきますので、今後とも山口
前会長にはご指導のほどよろしくお願いいたします。
　内田前幹事には、次年度へ向けての準備などで色々
相談に乗っていただきました。幹事を経験された上での
アドバイスは大変参考になりました。また、いろんな場面
でのお心遣いも勉強させていただきました。
　先ほどの会長挨拶では、「皆様の親睦のために夜間
例会にした」とお話しましたが、実のところ、山口前会長
と内田前幹事と楽しく過ごしたいとの思いで、私が細澤
親睦委員長にお願いしたというのが実情です。お二人と
はＲを通じて親しくなり、色々相談にも乗っていただいて
おります。私にとって本当に大切なお二人です。いつま
でも一緒にＲを楽しんでいきたいと思います。一年間ご
苦労様でした。そして楽しい一年をありがとうございました。

◆第2回定例理事会
　2015.7.24（金）　17：00〜　出席者10名

【報告事項】
１．夏まつりクリーン作戦の件
　7/26（日）　参加予定者18名。
２	．8/28（金）ガバナー公式訪問における会長幹事会
開始時間変更の件　10：30を10：15開始に
３．マイロータリーの登録をお願いします
　9/18卓話にてマイロータリーの説明をする予定
４．元会員　鳥羽山君ご逝去の件

【議事】
１．8月例会プログラムの件　承認

8月14日 お盆休会
8月21日 会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

地区会員増強・維持セミナー報告
8月28日 ガバナー公式訪問
9月4日 イニシエーションスピーチ

	 会　員　　能見　哲理君

２．次期会長指名委員会の件　会長一任　承認
３．8/7（金）例会時間延長の件
　クラブ協議会、ガバナー補佐クラブ期首訪問　承認

理事会だより理事会だより

ロータリーの標語　超我の奉仕

前会長・幹事慰労会
夜間例会

♪話して 踊って♪
楽しいひと時となりました
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