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第3146回例会	 2016.5.27

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.41

　みなさんこんにちは。芹澤ガバナー補佐、本日のご訪
問ありがとうございます。また1年間本当にご苦労さまで
した。本年度は例年に比べガバナー補佐としてのお仕事
が多く大変ご苦労されたとお聞きしております。また芹澤
ガバナー補佐はどんな時も私ども年度の会長、幹事を気
にかけていただき心より感謝申し上げます。私の会長年
度のガバナー補佐が芹澤ガバナー補佐で、本当に良か
ったと思っております。残り1ヶ月ですが体調には留意し
ていただきご活躍されることを、心よりお祈り申し上げます。
　本日は第3回クラブ協議会を30分延長で行います。常
任委員長、各小委員長には後ほど、ご発表をお願いい
たします。各委員長様、1年間大変ご苦労さまでした。
皆様のご尽力により、1年間無事に運営することができま
した。また、目標につきましても例年同様に良い報告が
できるのも、各委員長をはじめ会員皆様のご協力の賜物
と心より感謝申し上げます。ありがとうございました。芹
澤ガバナー補佐にも喜んでいただけることと思います。
　明日から国際大会にクラブメンバー12名、ご夫人2
名、学友の植松君を含め総勢15名で参加してまいります。
本会議開催日の5月29日には、世界各国より4万数千人
のロータリアンが参加する予定とのことです。クラブの
バナーも40枚持参し、交流を図ってまいりたいと考えて
おります。私自身も国際大会への参加は初めてで、大会
内容の情報入手も困難だったため、多くのクラブメンバ
ーにご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
　参加メンバーと国際大会を楽しんでまいります。内容
につきましては、6月の例会で報告させていただきます。

ビジター 	芹澤　貞治君（第3分区ガバナー補佐）、
	 宮島　賢次君
	 （第3分区ガバナー補佐事務局）、
	 山本　倫弘君（沼津北）

他ＲＣ出席 	金子君（5.18長泉）

欠席者（13名）
石川（秀）君、石川（三）君、髙地君、
峯村君、望月君、村上君、長橋君、	
野際君、能見君、鈴木君、内田君、	
内山君、渡邊（洋）君
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6月3日（金）
　Ｒ親睦活動月間担当例会・団欒例会

会員誕生日　塚本　和弘君

6月10日（金）
　ＲＩ国際大会韓国の報告
	 会長・幹事

2016−2017年度 

沼津ＲＣ理事・役員・委員会編成表
理　　　事 役　　　員

理　　　事 石川　三義 会　　長 石川　三義

理　　　事 吉野　聖一 直前会長 森藤　恵二

理　　　事 森藤　恵二 副 会 長 吉野　聖一

理　　　事 山本　洋祐 幹　　事 山本　洋祐

理　　　事 細澤　哲哉 副 幹 事 村上　綾一

理　　　事 實石　　学 会　　計 奥村　茂春

理　　　事 奥村　茂春 副 会 計 楠木　公一

理　　　事 東　　宗徳 Ｓ Ａ Ａ 山口　和一

理　　　事 山口　和一 副ＳＡＡ 大村　愛美

親睦活動 内田　久嗣

プログラム 渡辺　好司

常任委員会 小委員会 委員長 副委員長 委　　　　員

クラブ管理運営	
吉野　聖一

出　　　席 大友　保志 辻　明久
能見　哲理 内山　義郎 長橋　秀行

親　　　睦 内田　久嗣 白壁　浩之
藤田　洋行 金子　曉生 髙地　尚之

会　　　報 三好　勝晴 服部　哲雄

プログラム 渡辺　好司 石川　秀雄

広　報	
森藤　恵二

広　　　報
楠木　公一 杉山　哲男

雑　　　誌

会員維持増強	
實石　　学

会	員	選	考
石渡　保宣 渡辺　芳彦

Ｒ　情　報

会	員	増	強
峯村祐紀子 清　　マキ

職	業	分	類

奉仕プロジェクト	
細澤　哲哉

青　少　年 峯尾佐都子 向坂　義次

職	業	奉	仕 塚本　和弘 長橋　秀行

社	会	奉	仕 渡邊洋二郎 寺田　　鼎

国	際	奉	仕 野際　宏行 積　　惟貞

財団プロジェクト	
道前　　勇

Ｒ　財　団 東　　宗徳 鈴木　啓司

米　　　山 勝呂　　衛 望月　美樹

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

国際ロータリー第2620地区
諮 問 委 員 会 委 員 積　　惟貞 指 名 委 員 会 委 員 積　　惟貞

研 修 委 員 会 委 員 積　　惟貞 補 助 金 小 委 員 会	
（奨学金・平和フェロー担当） 委 員 吉野　聖一

職 業 奉 仕 委 員 会 アドバイザー 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 細澤　哲哉

規 定 審 議 会 代 議 員 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 山口　和一

ソングリーダー
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 第５回目

野際　宏行 峯尾佐都子 能見　哲理 白壁　浩之 清　　マキ
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5月合計　11,000円
東君…都合で本日早退させていただきます。
森藤君…芹澤ガバナー補佐、宮島補佐事務局様、
本日はご訪問ありがとうございます。
山本君…先週は配偶者誕生日ありがとうございまし
た。妻が「まさにコレが欲しかった」と、とても喜ん
でいました。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…6/15（水）は夜間例会
　富　　　士…6/15（水）は特別休会
　　　　　　　6/22（水）は夜間例会
　富 士 宮 西…6/24（金）は例会場変更 夜間例会
	 ＠富士見荘
　新　富　士…6/28（火）は6/25（土）
	 期末例会・親睦会（夜間）
　沼津柿田川…6/27（月）は例会変更
２ ．5/28（土）～6/1（水）ＲＩ国際大会ソウル
　⇒会員・配偶者ほか合計17名参加予定
３ ．5/29（日）沼津西ＲＣ創立25周年記念式典
　⇒石川副会長　1名出席予定
４ ．6/5（日）「千本をよくする会」千本公園清掃

奉仕および駅前花壇清掃奉仕
　⇒	午前9:00～・千本公園八角池前集合・雨天中止
　⇒	千本清掃後、各自駅前花壇まで移動・清掃（花壇
清掃時、軍手等清掃用具を各自ご持参ください）

５ ．6月のロータリーレート　1ドル＝110円

ガバナー補佐
期末訪問によせて
	 ガバナー補佐　　芹澤　貞治

ガバナー補佐期末訪問

　本年度も残り少なくなりました。会長・幹事をは
じめ、会員の皆様には、地区・分区に協力くださり
ありがとうございました。静岡第3分区内多数のク
ラブが、地区目標をクリアしようとしておりますこと
は、会長・幹事の強い指導力、そしてなによりも会
員全員の高い目標と、努力の賜物と思います。
　現在日本では、多数のＲＣ・指導者が悩みを抱
えています。その答えが、先の地区大会、第1日目
での講演（講師：2013-15年度ＲＩ研修リーダー・
小船井修一氏）にあると思い、紹介いたします。
　日本の人口・企業数は減少を続けています。Ｒ
会員数も企業数に合わせ減少し、近年は減少に歯
止めは掛かりましたが、増加する勢いはありません。
　1921年、シェルドンは国際大会で「最も良く奉仕
をした者が、最も良く利益を得、最も良く生き残れる」
と語りました。ダーウィンは『種の起源』の中で、「生
き残ることのできる生物の種族は、最も優れた能力
を持った種族ではなく、環境の変化に対応できる種
族である」と書いています。これらを一つにすると、
「最もよく奉仕した者が、最も良く利益を得、そして、
最も変化できる者が生き残れる」。

　Ｒの最大の変化は、規定審議会による度重なる
規則緩和だと思います。近年ではＥクラブ・衛星ク
ラブなど新しいカテゴリーの誕生や、ＲＣセントラ
ルの導入により、ＲＩとクラブの相互情報交換を可
能にし、クラブ運営方法論も変わってきました。
　2015年の国際協議会で、ジュン・ヒューゴＲＩ
事務総長が語ったように、末永いＲの成功を果た
すためには、伝統を見直すことが必要です。
　日本の一部のＲの常識は、今や世界の世論では
ありません。Ｒ内の対話も重要ですが、外に向けた
コミュニケーションに力を入れる必要があります。
地域の一般の人達を対象にした行事を積極的に実
施すべきです。地域で認められなければ会員は減少
します。地域の人が入会したいと思うようなクラブに
するには何が必要か、自問すべきです。事務総長は、
「会員はあらゆる地域社会で活動し、地域社会と結
びつき、社会貢献をしたいと考える人が、真っ先に思
い浮かべ、それと同時に職業人が交流し、生涯に渡
る友情を築き、地域社会の優秀な人材がクラブに
集い、自分の能力を最大限に引き出せるのがＲ」。
また、変化を求めていくことが必要だと述べました。
　変化に対して「おかしい」と言うことは簡単ですが、
今は変化していく時代です。私たち自身がどうＲを
変えていくか、変化して一番利益を受けるクラブに
なるのか、決してガラパゴス化しないよう、皆様真
剣にお考えください。

紙面の都合により、一部を要約し掲載しました。

【報告事項】
　日帰り研修バス旅行（4/6（水）実施）収支報告
	 …収支報告書のとおり

【議事】
１．6月例会プログラムの件　承認
6月10日 ＲＩ国際大会韓国の報告	 会長・幹事
6月17日 高齢者の事故とその実態

	東部自動車学校 副管理者 鈴木　誠之様
6月24日 正副会長・幹事退任挨拶
7月1日 正副会長・幹事就任挨拶

２．7～9月テーブル編成の件（今回は住所順）　承認
　⇒	本会で先に承認し、被選理事会で追認することとする
３  ．沼津ＲＣ社会奉仕委員会より「千本をよくする会」

へ助成金の件　承認
　⇒86,000円（2,000円/人×43人）を助成する
４．次年度委員会編成・次年度慶事記念品の件
 　いずれも承認
　⇒	委員会編成は今後の入退会等により変動あるも暫

定的に承認
　⇒	慶事記念品は本会で先に承認し、被選理事会で

追認することとする
５．熊本地震災害義援金の件　承認
　⇒	会員からの募金67,000円＋クラブ予備費からの

33,000円＝100,000円をＲＩ第2720地区「熊本
地震総合支援室」に送金する

６．その他　内田君の件
　⇒5月から7月までの3か月間を出席免除　承認

【連絡事項】
①新会員渡邉秀一君の件
　⇒6/3ゲスト扱い、6/10正式入会とする
②内山君の件⇒常務取締役退任のため新会員入会予定
③長橋君の件⇒6月は欠席、出席免除等の扱いは未定

◆第12回定例理事会
　2016.5.27（金）14:05～
　出席者12名

理事会だより

クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

　森藤会長の下、活力ある・魅力ある・参加して
よかったと思っていただけるクラブ運営に努めてき
ました。皆さんのご協力のもと、副会長として一年
間務めることができますことを感謝申し上げます。一
年間次期会長として様々な勉強をさせていただきま
した。これからも皆様のご支援をお願いいたします。

出　席　今年度は11/20に出席率100％を達成す
ることができました。皆様のご協力に感謝いたしま
す。欠席する時は原則事前連絡とし、当日連絡の
時は遅くとも例会開始の5分前にはご連絡ください。
欠席した時はメーキャップを活用して出席率100％
達成できるよう、引き続きご協力をお願いいたします。

親　睦　毎週の例会におきましては、会員の皆様
方よりいただきましたスマイルボックスの集計および
発表を行ってまいりました。今年度は1度スマイルボ
ックスを発表できない例会があったことは残念であ
ります。また、ゲスト・ビジターとして当クラブにお
越しいただいた方々には、気持ち良く例会に参加し
ていただけるように努めてまいりました。通常の例
会以外では、7/24に夜間例会にて前会長幹事慰
労会および会長幹事激励会を開催し、一年間、会
の運営に携わり見事な運営をしていただきました山
口前会長並びに内田前幹事の労をねぎらうことがで
きました。12/18には忘年家族会を開催し、会員は
もとよりご家族の方々にも多く参加していただき、盛
大に会を開催することができました。残り1ヶ月では
ありますが、最後まで身を引き締めて務めさせてい
ただきたいと思っております。

会　報　沼津ＲＣの伝統を踏まえ、読みやすい誌
面作りに努めてまいりました。誌面作成にあたって、
会長には会長挨拶の原稿を毎週いただき、また、
卓話者の原稿でプログラム委員会にご協力をいた
だきました。各委員会からの活動報告および情報提
供についても、ご協力いただきました。お礼申し上
げます。一年間ありがとうございました。

プログラム　	クラブテーマに沿って有益で、また、
会員参加型の卓話を計画しました。卓話者の紹介、
交渉等、会員卓話を含め多くの会員様にご協力を
いただき、無事遂行することができました。1年間あ
りがとうございました。

広報 リーダー　山口　和一

広報・雑誌　【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Ｉ
Ｔ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Ｐ
Ｒ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【結果】
①組織図などを静岡新聞、沼津朝日新聞に掲載②
Ｒ財団補助金プロジェクト贈呈式の模様を新聞に
掲載③9/18の例会にて「マイロータリーについて」
の卓話④My	Rotary	アカウント取得者は31名。

石川　三義クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

山口　和一広報 リーダー　山口　和一

会員維持増強 リーダー　奥村　茂春

　事業計画としてクラブ活性化推進のため、4小委
員会と理解し合い、新会員の勧誘と現会員の退会
防止を目標にしてきました。スポンサーは勿論全会
員が継続してその役割を果たしてくださるよう変わら
ずお願いいたします。

会員選考・Ｒ情報　本年度は、当クラブ会員諸氏
のご尽力により近年まれに見る6名の新入会員の推
薦をいただき、当委員会に仕事の場を与えていた
だいたことに感謝いたします。会員増強委員会の内
田委員長とコラボして、新入会員候補者と親しく面
談し、またオリエンテーションの時間も持ちました。
その結果、推薦された新入会員候補者の方々は将
来の沼津ＲＣを背負って立つ優秀な人材と確信をし
て理事会に報告いたしました。Ｒ情報委員会は、こ
れら新入会員および会員に的確なＲ情報を流し、
世界の、また、日本のＲの潮流を理解して質の高い
ロータリアン育成に資することであると理解していま
す。残念ながら今年度当委員会は、この責務を十
分には果たせなかったことを深く反省しております。
しかしながら、最も最新情報を知り得る立場である
森藤会長が、そのすべてを会長挨拶の中で披露し、
当委員会に援護射撃をしていただいたおかげで、
その責務の一端は他力本願ながら果たせたのかな
と思っています。

会員増強　6/21に山梨で開催された、地区会員
増強・維持セミナーに森藤会長と出席してまいりま
した。8月の会員増強・拡大月間の例会にて、セミ
ナー内容の報告と会員増強への協力のお願いも行
いました。本年度は5名の方に入会していただき、
残念ながら2名の方が退会され、3名の純増となっ
ております。49名以下のクラブ目標は純増1名です
ので目標は達成いたしましたが、50名の目標には
届きませんでした。来月には1名の入会者が予定さ
れております。退会者の多い、魔の6月を乗りきれ
るよう会員の皆様には一層のご協力をお願いいたし
ます。増員に対するご協力とご理解に深く感謝申し
上げます。

職業分類　職業分類については、会員減少による
空白が目立っています。バランスの良い会員増強
を心がけていきたいと考えておりましたが、増強が
優先されバランスのある理想のクラブには至ってお
りません。多くの職業の方々に入会していただくこと
は将来のクラブ運営にとっても大切なことと考え、
今後も努力してまいりたいと思います。

奥村　茂春会員維持増強 リーダー　奥村　茂春第3回クラブ協議会❶
　本年度最後のクラブ協議会が開催され、各委員
会の事業の成果が発表されました。

四つのテスト
－言行はこれに照らしてから－

Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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5月合計　11,000円
東君…都合で本日早退させていただきます。
森藤君…芹澤ガバナー補佐、宮島補佐事務局様、
本日はご訪問ありがとうございます。
山本君…先週は配偶者誕生日ありがとうございまし
た。妻が「まさにコレが欲しかった」と、とても喜ん
でいました。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…6/15（水）は夜間例会
　富　　　士…6/15（水）は特別休会
　　　　　　　6/22（水）は夜間例会
　富 士 宮 西…6/24（金）は例会場変更 夜間例会
	 ＠富士見荘
　新　富　士…6/28（火）は6/25（土）
	 期末例会・親睦会（夜間）
　沼津柿田川…6/27（月）は例会変更
２ ．5/28（土）～6/1（水）ＲＩ国際大会ソウル
　⇒会員・配偶者ほか合計17名参加予定
３ ．5/29（日）沼津西ＲＣ創立25周年記念式典
　⇒石川副会長　1名出席予定
４ ．6/5（日）「千本をよくする会」千本公園清掃

奉仕および駅前花壇清掃奉仕
　⇒	午前9:00～・千本公園八角池前集合・雨天中止
　⇒	千本清掃後、各自駅前花壇まで移動・清掃（花壇
清掃時、軍手等清掃用具を各自ご持参ください）

５ ．6月のロータリーレート　1ドル＝110円

ガバナー補佐
期末訪問によせて
	 ガバナー補佐　　芹澤　貞治

ガバナー補佐期末訪問

　本年度も残り少なくなりました。会長・幹事をは
じめ、会員の皆様には、地区・分区に協力くださり
ありがとうございました。静岡第3分区内多数のク
ラブが、地区目標をクリアしようとしておりますこと
は、会長・幹事の強い指導力、そしてなによりも会
員全員の高い目標と、努力の賜物と思います。
　現在日本では、多数のＲＣ・指導者が悩みを抱
えています。その答えが、先の地区大会、第1日目
での講演（講師：2013-15年度ＲＩ研修リーダー・
小船井修一氏）にあると思い、紹介いたします。
　日本の人口・企業数は減少を続けています。Ｒ
会員数も企業数に合わせ減少し、近年は減少に歯
止めは掛かりましたが、増加する勢いはありません。
　1921年、シェルドンは国際大会で「最も良く奉仕
をした者が、最も良く利益を得、最も良く生き残れる」
と語りました。ダーウィンは『種の起源』の中で、「生
き残ることのできる生物の種族は、最も優れた能力
を持った種族ではなく、環境の変化に対応できる種
族である」と書いています。これらを一つにすると、
「最もよく奉仕した者が、最も良く利益を得、そして、
最も変化できる者が生き残れる」。

　Ｒの最大の変化は、規定審議会による度重なる
規則緩和だと思います。近年ではＥクラブ・衛星ク
ラブなど新しいカテゴリーの誕生や、ＲＣセントラ
ルの導入により、ＲＩとクラブの相互情報交換を可
能にし、クラブ運営方法論も変わってきました。
　2015年の国際協議会で、ジュン・ヒューゴＲＩ
事務総長が語ったように、末永いＲの成功を果た
すためには、伝統を見直すことが必要です。
　日本の一部のＲの常識は、今や世界の世論では
ありません。Ｒ内の対話も重要ですが、外に向けた
コミュニケーションに力を入れる必要があります。
地域の一般の人達を対象にした行事を積極的に実
施すべきです。地域で認められなければ会員は減少
します。地域の人が入会したいと思うようなクラブに
するには何が必要か、自問すべきです。事務総長は、
「会員はあらゆる地域社会で活動し、地域社会と結
びつき、社会貢献をしたいと考える人が、真っ先に思
い浮かべ、それと同時に職業人が交流し、生涯に渡
る友情を築き、地域社会の優秀な人材がクラブに
集い、自分の能力を最大限に引き出せるのがＲ」。
また、変化を求めていくことが必要だと述べました。
　変化に対して「おかしい」と言うことは簡単ですが、
今は変化していく時代です。私たち自身がどうＲを
変えていくか、変化して一番利益を受けるクラブに
なるのか、決してガラパゴス化しないよう、皆様真
剣にお考えください。

紙面の都合により、一部を要約し掲載しました。

【報告事項】
　日帰り研修バス旅行（4/6（水）実施）収支報告
	 …収支報告書のとおり

【議事】
１．6月例会プログラムの件　承認
6月10日 ＲＩ国際大会韓国の報告	 会長・幹事
6月17日 高齢者の事故とその実態

	東部自動車学校 副管理者 鈴木　誠之様
6月24日 正副会長・幹事退任挨拶
7月1日 正副会長・幹事就任挨拶

２．7～9月テーブル編成の件（今回は住所順）　承認
　⇒	本会で先に承認し、被選理事会で追認することとする
３  ．沼津ＲＣ社会奉仕委員会より「千本をよくする会」

へ助成金の件　承認
　⇒86,000円（2,000円/人×43人）を助成する
４．次年度委員会編成・次年度慶事記念品の件
 　いずれも承認
　⇒	委員会編成は今後の入退会等により変動あるも暫

定的に承認
　⇒	慶事記念品は本会で先に承認し、被選理事会で

追認することとする
５．熊本地震災害義援金の件　承認
　⇒	会員からの募金67,000円＋クラブ予備費からの

33,000円＝100,000円をＲＩ第2720地区「熊本
地震総合支援室」に送金する

６．その他　内田君の件
　⇒5月から7月までの3か月間を出席免除　承認

【連絡事項】
①新会員渡邉秀一君の件
　⇒6/3ゲスト扱い、6/10正式入会とする
②内山君の件⇒常務取締役退任のため新会員入会予定
③長橋君の件⇒6月は欠席、出席免除等の扱いは未定

◆第12回定例理事会
　2016.5.27（金）14:05～
　出席者12名

理事会だより

クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

　森藤会長の下、活力ある・魅力ある・参加して
よかったと思っていただけるクラブ運営に努めてき
ました。皆さんのご協力のもと、副会長として一年
間務めることができますことを感謝申し上げます。一
年間次期会長として様々な勉強をさせていただきま
した。これからも皆様のご支援をお願いいたします。

出　席　今年度は11/20に出席率100％を達成す
ることができました。皆様のご協力に感謝いたしま
す。欠席する時は原則事前連絡とし、当日連絡の
時は遅くとも例会開始の5分前にはご連絡ください。
欠席した時はメーキャップを活用して出席率100％
達成できるよう、引き続きご協力をお願いいたします。

親　睦　毎週の例会におきましては、会員の皆様
方よりいただきましたスマイルボックスの集計および
発表を行ってまいりました。今年度は1度スマイルボ
ックスを発表できない例会があったことは残念であ
ります。また、ゲスト・ビジターとして当クラブにお
越しいただいた方々には、気持ち良く例会に参加し
ていただけるように努めてまいりました。通常の例
会以外では、7/24に夜間例会にて前会長幹事慰
労会および会長幹事激励会を開催し、一年間、会
の運営に携わり見事な運営をしていただきました山
口前会長並びに内田前幹事の労をねぎらうことがで
きました。12/18には忘年家族会を開催し、会員は
もとよりご家族の方々にも多く参加していただき、盛
大に会を開催することができました。残り1ヶ月では
ありますが、最後まで身を引き締めて務めさせてい
ただきたいと思っております。

会　報　沼津ＲＣの伝統を踏まえ、読みやすい誌
面作りに努めてまいりました。誌面作成にあたって、
会長には会長挨拶の原稿を毎週いただき、また、
卓話者の原稿でプログラム委員会にご協力をいた
だきました。各委員会からの活動報告および情報提
供についても、ご協力いただきました。お礼申し上
げます。一年間ありがとうございました。

プログラム　	クラブテーマに沿って有益で、また、
会員参加型の卓話を計画しました。卓話者の紹介、
交渉等、会員卓話を含め多くの会員様にご協力を
いただき、無事遂行することができました。1年間あ
りがとうございました。

広報 リーダー　山口　和一

広報・雑誌　【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Ｉ
Ｔ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Ｐ
Ｒ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【結果】
①組織図などを静岡新聞、沼津朝日新聞に掲載②
Ｒ財団補助金プロジェクト贈呈式の模様を新聞に
掲載③9/18の例会にて「マイロータリーについて」
の卓話④My	Rotary	アカウント取得者は31名。

石川　三義クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

山口　和一広報 リーダー　山口　和一

会員維持増強 リーダー　奥村　茂春

　事業計画としてクラブ活性化推進のため、4小委
員会と理解し合い、新会員の勧誘と現会員の退会
防止を目標にしてきました。スポンサーは勿論全会
員が継続してその役割を果たしてくださるよう変わら
ずお願いいたします。

会員選考・Ｒ情報　本年度は、当クラブ会員諸氏
のご尽力により近年まれに見る6名の新入会員の推
薦をいただき、当委員会に仕事の場を与えていた
だいたことに感謝いたします。会員増強委員会の内
田委員長とコラボして、新入会員候補者と親しく面
談し、またオリエンテーションの時間も持ちました。
その結果、推薦された新入会員候補者の方々は将
来の沼津ＲＣを背負って立つ優秀な人材と確信をし
て理事会に報告いたしました。Ｒ情報委員会は、こ
れら新入会員および会員に的確なＲ情報を流し、
世界の、また、日本のＲの潮流を理解して質の高い
ロータリアン育成に資することであると理解していま
す。残念ながら今年度当委員会は、この責務を十
分には果たせなかったことを深く反省しております。
しかしながら、最も最新情報を知り得る立場である
森藤会長が、そのすべてを会長挨拶の中で披露し、
当委員会に援護射撃をしていただいたおかげで、
その責務の一端は他力本願ながら果たせたのかな
と思っています。

会員増強　6/21に山梨で開催された、地区会員
増強・維持セミナーに森藤会長と出席してまいりま
した。8月の会員増強・拡大月間の例会にて、セミ
ナー内容の報告と会員増強への協力のお願いも行
いました。本年度は5名の方に入会していただき、
残念ながら2名の方が退会され、3名の純増となっ
ております。49名以下のクラブ目標は純増1名です
ので目標は達成いたしましたが、50名の目標には
届きませんでした。来月には1名の入会者が予定さ
れております。退会者の多い、魔の6月を乗りきれ
るよう会員の皆様には一層のご協力をお願いいたし
ます。増員に対するご協力とご理解に深く感謝申し
上げます。

職業分類　職業分類については、会員減少による
空白が目立っています。バランスの良い会員増強
を心がけていきたいと考えておりましたが、増強が
優先されバランスのある理想のクラブには至ってお
りません。多くの職業の方々に入会していただくこと
は将来のクラブ運営にとっても大切なことと考え、
今後も努力してまいりたいと思います。

奥村　茂春会員維持増強 リーダー　奥村　茂春第3回クラブ協議会❶
　本年度最後のクラブ協議会が開催され、各委員
会の事業の成果が発表されました。
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第3146回例会	 2016.5.27

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.41

　みなさんこんにちは。芹澤ガバナー補佐、本日のご訪
問ありがとうございます。また1年間本当にご苦労さまで
した。本年度は例年に比べガバナー補佐としてのお仕事
が多く大変ご苦労されたとお聞きしております。また芹澤
ガバナー補佐はどんな時も私ども年度の会長、幹事を気
にかけていただき心より感謝申し上げます。私の会長年
度のガバナー補佐が芹澤ガバナー補佐で、本当に良か
ったと思っております。残り1ヶ月ですが体調には留意し
ていただきご活躍されることを、心よりお祈り申し上げます。
　本日は第3回クラブ協議会を30分延長で行います。常
任委員長、各小委員長には後ほど、ご発表をお願いい
たします。各委員長様、1年間大変ご苦労さまでした。
皆様のご尽力により、1年間無事に運営することができま
した。また、目標につきましても例年同様に良い報告が
できるのも、各委員長をはじめ会員皆様のご協力の賜物
と心より感謝申し上げます。ありがとうございました。芹
澤ガバナー補佐にも喜んでいただけることと思います。
　明日から国際大会にクラブメンバー12名、ご夫人2
名、学友の植松君を含め総勢15名で参加してまいります。
本会議開催日の5月29日には、世界各国より4万数千人
のロータリアンが参加する予定とのことです。クラブの
バナーも40枚持参し、交流を図ってまいりたいと考えて
おります。私自身も国際大会への参加は初めてで、大会
内容の情報入手も困難だったため、多くのクラブメンバ
ーにご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
　参加メンバーと国際大会を楽しんでまいります。内容
につきましては、6月の例会で報告させていただきます。

ビジター 	芹澤　貞治君（第3分区ガバナー補佐）、
	 宮島　賢次君
	 （第3分区ガバナー補佐事務局）、
	 山本　倫弘君（沼津北）

他ＲＣ出席 	金子君（5.18長泉）

欠席者（13名）
石川（秀）君、石川（三）君、髙地君、
峯村君、望月君、村上君、長橋君、	
野際君、能見君、鈴木君、内田君、	
内山君、渡邊（洋）君

43

30

42

71.42

90.47

6月3日（金）
　Ｒ親睦活動月間担当例会・団欒例会

会員誕生日　塚本　和弘君

6月10日（金）
　ＲＩ国際大会韓国の報告
	 会長・幹事

2016−2017年度 

沼津ＲＣ理事・役員・委員会編成表
理　　　事 役　　　員

理　　　事 石川　三義 会　　長 石川　三義

理　　　事 吉野　聖一 直前会長 森藤　恵二

理　　　事 森藤　恵二 副 会 長 吉野　聖一

理　　　事 山本　洋祐 幹　　事 山本　洋祐

理　　　事 細澤　哲哉 副 幹 事 村上　綾一

理　　　事 實石　　学 会　　計 奥村　茂春

理　　　事 奥村　茂春 副 会 計 楠木　公一

理　　　事 東　　宗徳 Ｓ Ａ Ａ 山口　和一

理　　　事 山口　和一 副ＳＡＡ 大村　愛美

親睦活動 内田　久嗣

プログラム 渡辺　好司

常任委員会 小委員会 委員長 副委員長 委　　　　員

クラブ管理運営	
吉野　聖一

出　　　席 大友　保志 辻　明久
能見　哲理 内山　義郎 長橋　秀行

親　　　睦 内田　久嗣 白壁　浩之
藤田　洋行 金子　曉生 髙地　尚之

会　　　報 三好　勝晴 服部　哲雄

プログラム 渡辺　好司 石川　秀雄

広　報	
森藤　恵二

広　　　報
楠木　公一 杉山　哲男

雑　　　誌

会員維持増強	
實石　　学

会	員	選	考
石渡　保宣 渡辺　芳彦

Ｒ　情　報

会	員	増	強
峯村祐紀子 清　　マキ

職	業	分	類

奉仕プロジェクト	
細澤　哲哉

青　少　年 峯尾佐都子 向坂　義次

職	業	奉	仕 塚本　和弘 長橋　秀行

社	会	奉	仕 渡邊洋二郎 寺田　　鼎

国	際	奉	仕 野際　宏行 積　　惟貞

財団プロジェクト	
道前　　勇

Ｒ　財　団 東　　宗徳 鈴木　啓司

米　　　山 勝呂　　衛 望月　美樹

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

国際ロータリー第2620地区
諮 問 委 員 会 委 員 積　　惟貞 指 名 委 員 会 委 員 積　　惟貞

研 修 委 員 会 委 員 積　　惟貞 補 助 金 小 委 員 会	
（奨学金・平和フェロー担当） 委 員 吉野　聖一

職 業 奉 仕 委 員 会 アドバイザー 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 細澤　哲哉

規 定 審 議 会 代 議 員 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 山口　和一

ソングリーダー
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 第５回目

野際　宏行 峯尾佐都子 能見　哲理 白壁　浩之 清　　マキ


