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　みなさんこんにちは。芹澤ガバナー補佐ご訪問ありが
とうございます。
　本日は芹澤ガバナー補佐をお迎えいたしまして第1回
クラブ協議会を30分の延長で行います。常任委員長、
各小委員長様には後ほどご発表をお願いいたします。
　野口英一ガバナーより頂戴した各クラブに対する質問
事項が6項目あり、私なりの考えとして本日芹澤ガバナ
ー補佐に回答させていただきました。質問内容は以下の
通りです。
①クラブを活性化するための計画を立てていますか？
② クラブの強み（得意分野）を活かしたプログラムを計画
していますか？
③ クラブ会員構成の多様性を実現するための計画はあり
ますか？
④ どのような研修（クラブ会員向け）の計画を立てていま
すか？
⑤ マイロータリーを活用していますか？
⑥ クラブの弱点は何ですか？
　ロータリークラブとしても短期的計画と長期的計画を
立てて取り組んでいくことが大切だと考えております。皆
様もぜひロータリー活動に目標計画を立てて取り組んで
みてください。
　梅雨が明けたと同時に殺人的な猛暑となっています。
東京では連続の猛暑日「最長記録」を更新いたしました。
熱中症には十分注意してください。水分をこまめにとって
いただく等の対策もお忘れなくお願いいたします。

ビジター  芹澤　貞治君、宮島　賢次君（沼津西）

他RC出席  渡邊（洋）君（7.15長泉）、金子君・能見
君（7.29長泉）、野際君（7.31せせらぎ
三島）、峯尾君（8.1～2インターアクト第
42回年次大会）

欠席者（7名）
石川（秀）君、金子君、峯尾君、
野際君、能見君、鈴木君、渡辺
（芳）君
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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

会員誕生日　實石　　学君
結婚記念日　楠木　公一君、山本　洋祐君

8月28日（金）
　ガバナー公式訪問

芹澤貞治ガバナー補佐…お世話になります。本日
はよろしくお願いいたします。
森　藤君…芹澤ガバナー補佐、事務局宮島様、ご
訪問ありがとうございます。
村　上君…先週、韓国で本を出版しました。韓国
の本屋さんで、私の顔写真付で売っているそうです。
恥ずかしいです。
奥　村君…①芹澤Ｇ補佐の奥様に、家内が日頃
お世話になっています。ご活躍をお祈りします。②
猛暑日が 毎日続き 嫌になり エアコン売れて 好
きになる
大　村君…7/26の夏まつりクリーン作戦には22名
の方が参加してくださいました。駅前花壇もきれい
になりました。
積　君…芹澤ガバナー補佐、宮島賢次様、暑い
中ありがとうございます。よろしくご指導ください。

１．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…8/26（水）は8/27（木）Ｇ公式訪問
 ※合同例会
　御　殿　場…8/27（木）は例会場変更＠名鉄菜館
 ※Ｇ公式訪問　3クラブ合同例会
　裾　　　野…8/28（金）は8/27（木）Ｇ公式訪問
 ※合同例会
　沼津柿田川…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 ．11/6（金）・7（土）地区大会in甲府　早期登
録のご案内ポストイン

３ ．8月のロータリーレート　1ドル＝124円。
４ ．「ロータリーの友」8月号　配布
５ ．沼津ＲＣ会員名簿　新会員追加ページ
　＊受付にて配布、各自貼付お願いします。

　今年度ＲＩ会長ラビ・ラビンドランは「世界への
プレゼントになろう」を会長テーマとして掲げました。
　人の価値は、どれほど得たかではなく、どれほど
与えたかで判断される。苦しんでいる人々に同情の
声をかけるだけではなく、実際に何かをしてあげよ
う。授かりものをお返ししようと言っております。
　野口Ｇは、「Ｇ・Ｇ補佐11名 そして各ＲＣの会長・
幹事、この構成は生涯1度きりです。『楽しもうロータ
リー 仲間を増やそう』楽しく、充実し、記憶に残る年
度となるように一緒に活動していきましょう」と言って
おります。沼津ＲＣにおいても、森藤会長・清幹事そし
て理事・役員のメンバーでの構成は1度きりだと思い
ます。有意義な年度となることを期待しております。
　本年度は2つ目のＩＡＣを提唱すると聞き、皆様
の青少年に対する熱意に感動いたしました。桐陽
高校ＩＡＣの成功をお祈りいたします。
　野口Ｇは、本年度10項目の地区目標を示されま
した。どれも大事なことですが、目標の第1番目が
会員増強です。日本の多くのクラブが最盛期より会
員を減らしており、この2620地区でも過去30年で
最少の2,916名からスタートしました。このまま何も
しなければ確実に減り続けます。クラブの10年、
20年先、会員数は？ 今の奉仕活動は続けられま
すか？ 会員一人ひとりがまず候補者になりうる方
に声をかけてください。そして“Ｒの目的”を話してく
ださい。皆様は地域のリーダーです。きっと1人や2
人は候補者になりうる知人がいるはずです。なぜ入
会しないのか、なぜ退会するのか、考えてください。
現在Ｒは硬直化しているのではないでしょうか。例
えば例会時間・プログラム・奉仕活動等、そろそ
ろ見直す時期が来ているのかもしれません。
　理想のＲＣとはどんなクラブでしょうか？ やはり
楽しい例会、全員が参加したくなるような奉仕活動、
そして何より会員の満足度の高いクラブが理想だと
思います。静岡第3分区のパイオニアであります沼
津ＲＣのますますの活躍をお祈りいたします。
 ※紙面の都合により一部を要約して掲載しました

クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

　ＲＣの管理と効率的な運営を会長の下実践する
ことが最大の役割であると考え、出席・親睦・会報・
プログラム各委員会との連携を密に取りながら会
員の皆様のご協力を得て、活力ある、魅力ある、
参加して良かったと思っていただけるクラブ運営を
心がけていきます。人と人との輪を大切にします。
皆様のご理解ご協力、積極的参加をお願いします。
出　席　例会への出席が義務であることをご理解
いただき、やむなく欠席の時は事前連絡の上、メ
ーキャップを活用し出席率100％を達成できますよ
うご協力をお願いします。また、当日急な欠席の時
は準備の都合上、例会開始5分前までには連絡を
お願いします。委員一同、出席率100％達成を目
指し皆様を笑顔でお迎えしたいと思います。
親　睦　会員相互の親睦を図り、会の円滑な運営
に役立てていきます。ゲスト、ビジターの方々に対
しては、当クラブの第一印象を大切にし、気持ちよ
く例会に参加していただけるよう努めます。毎例会
時におけるゲスト、ビジターの方々のお出迎え及び
ご案内、スマイルボックスの報告、行事として前会
長幹事慰労会並びに会長幹事激励会、忘年家族
会、会員研修旅行等を企画実施します。会長、幹
事の事業方針に基づき、皆様のご協力のもと委員
一同努力いたしますので、よろしくお願いいたします。
会　報　会報の限られた紙面の中で、皆様に多く
の情報をお届けいたします。クラブの伝統を踏まえ
た誌面作りに努めます。会報作成のための原稿を
皆様に依頼いたしますが、ご協力お願い申し上げま
す。計画目標●クラブの年間計画、連絡事項、各
委員会活動情報、その他報告事項を掲載する●会
員間の親睦が深められ、情報交換を行える紙面に
する●記録誌としての紙面作りに取り組む
プログラム　皆様のご協力をいただきながら、時
代の流れに沿った、魅力ある参加型の卓話を、外
部卓話だけでなく沼津ロータリーのメンバーの話も
交え有意義な時間となるように計画したいと思いま
す。活気のある例会となるよう努めますので、よろし
くお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　石川　三義

ガバナー補佐
期首訪問によせて

　2015-16年度　静岡第3分区
 ガバナー補佐　　芹澤　貞治様

第1回クラブ協議会①
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