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　みなさんこんにちは。6月はロータリー親睦活動月間
です。本日は細澤親睦委員長に担当例会として、4月に
実施いたしました日帰り研修親睦旅行のご報告をしてい
ただけることとなっております。細澤委員長よろしくお願
いいたします。
　先週の土曜日から月曜日まで、メンバーとご家族を含
め15名で世界大会に参加してまいりました。内容につき
ましては、次週の例会にて清幹事と私とで報告させてい
ただきます。積パストガバナー、渡辺芳彦さんの奥様には、	
大会の見どころの内容等を紹介していただき、楽しく参
加させていただきました。ありがとうございました。また、
大会会場の大きさには驚きました。世界大会に参加し貴
重な体験ができ、本当に参加して良かったと思います。
ぜひ来週の報告を楽しみにしてください。
　先週のクラブ協議会では各委員長様から良いご報告
をいただき、ありがとうございました。メンバー皆様のご
協力の賜物と心より感謝申し上げます。また、良い報告
と同時に各委員長様からは改善等のお話もいただいてお
ります。出席委員会からは、時間に余裕のある出席を希
望されております。例会への出席はもちろんですが、時
間に余裕を持って出席していただくことにより、メンバー
との親睦も一層図れるのではないかとのことです。会員
増強委員会からは、増強も大切だが、入会前に入会者
への細かな案内をしていくことの大切さを再度確認した
いとのことです。また、ＳＡＡからは、クラブ細則、第5
条・第2節で決められている「出席は、本クラブまたは他
のロータリークラブにおいて、その例会に充当された時
間の少なくとも60%に出席していたこと」を徹底すべきと
のお話もいただいております。これらの改善提案は、次
年度に先送りすることなく、私の年度でも改善できるよう
努力してまいります。

他ＲＣ出席 	石川（三）君（5.29沼津西ＲＣ創立25周年
記念式典）、積君・森藤君・清君・細澤
君・實石君・峯尾君・村上君・大村君・
渡辺（芳）君・渡邊（洋）君・山口君・山
本君（5.29ＲＩ国際大会ソウル）、野際君
（5.30沼津柿田川）、石川（秀）君・能見
君・野際君（6.2沼津西）

欠席者（7名）
望月君、長橋君、野際君、大友君、	
鈴木君、内田君、渡邊（洋）君
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6月10日（金）
　ＲＩ国際大会韓国の報告
	 会長・幹事

会員誕生日　村上　綾一君、野際　宏行君
配偶者誕生日　白壁　裕子様（浩之君）
結婚記念日　渡辺　好司君

6月17日（金）
　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

Ｒ親睦活動月間担当例会
団欒例会
	 親睦委員長　　細澤　哲哉君

卓話

峯村君…突然の国際大会欠席でご迷惑おかけしま
した。
奥村君…6/5（日）少しだけ早起きして、千本のさわ
やかな空気を吸って、良い一日にしましょう。
大村君…6/5は千本をよくする会、駅前花壇清掃で
す。今年度最後の社会奉仕委員会の事業ですので、
多くの皆様の参加をお願いします。
積君…①村上さん、テレビの「カリスマ先生」見まし
た。良かったですよ。②国際大会では、皆様にお
世話になりました。特に渡辺芳彦さんには、いろい
ろご迷惑をおかけしました。

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
　御　殿　場…6/16（木）は一泊例会＠かめや恵庵
　富士山吉原…6/16（木）は特別休会
　　　　　　　6/30（木）は夜間例会
	 会長幹事慰労会
　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
　富　士　宮…6/27（月）は例会場変更
	 会長幹事慰労会＠さくや18:30
２ ．6/4（土）2016-17年度広報ＩＴ推進セミナー
　⇒	楠木次期広報委員長　1名出席予定
３ ．「ロータリーの友」6月号　配布
４ ．熊本地震災害義援金￥100,000を5/31（火）

送金　＊ご協力ありがとうございました

　毎年6月はロータリー親睦活動月間です。ロータ
リーは、さまざまな国や地域、文化が異なりながらも、
スポーツ、趣味、職業上の関心事等を分かち合う
会員が集まるロータリー親睦グループを通じて世界
中に広められた「親睦」という概念を土台にしていま
す。そして、このロータリー親睦活動によって、会
員は生涯にわたる友情を築くだけでなく、自らの関
心を保ち、活動への意欲を一層高めながらロータ
リーに積極的に関わっていくことができます。
　現在、ロータリーの親睦活動は100団体近くに
のぼり、そのすべてが国際的な親睦、友好、奉仕
を深める役目を果たしています。
　ロータリー親睦グループはそれぞれＲＩ理事会
の審査及び承認を得ており、親睦グループはそれ
ぞれＲＩと独立して運営され、独自の規定、会費、
管理体制を持っています。ロータリアンはグループ
の会員となる資格があり、グループによっては配偶
者やローターアクトも認められる場合があります。
	 （ロータリー親睦活動要覧より）
　ロータリー親睦グループへの参加は通常は地区
の親睦活動委員会が窓口となっておりますが、第
2620地区においては現在親睦活動委員会が存在
していないため、我々が参加する場合には検討が
必要です。
　ロータリーの二本の柱として、ロータリアンのほ
とんどが、親睦と奉仕をあげます。確かに親睦と奉
仕はロータリーライフを支える二本の大きい柱です。
親睦が失われればクラブは崩壊するであろうし、奉
仕がロータリー運動の大きな目的であることは疑い
のない事実であります。ただ、「しばしば、ロータリ
ーで親睦を図ることが、ロータリー運動の全てであ
るかのように誤解される。また、ゆるぎない親睦こそ、
ロータリーが存続する絶対的条件だと考えているク
ラブもある。しかし、これらの二つの立場からの判
断には、明らかに批判の余地がある。親睦はロー
タリー運動そのものではなく、ロータリーという植
物が根をはり、成長するためにどうしても必要な、
最上の土壌に過ぎないのである。」
	 （A	Talking	Knowledge	of	Rotary）
　親睦会やクラブ活動などのレクリエーションも必
要です。しかし、親睦を深める最適の場所は、毎
週の一回の定例の例会であることを忘れてはなりま
せん。例会において、いかに友情を深めるかを考
え実行することと、いかにして真の親睦が保たれる
ような環境を整備することが最大の任務と考えます。

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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