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　みなさんこんにちは。野口英一ガバナー、芹澤貞治
ガバナー補佐、鶴田哲嗣郎地区幹事ご訪問ありがとうご
ざいます。本日はガバナー公式訪問として沼津柿田川ロ
ータリークラブとの合同例会です。
　8月23日に静岡グランシップにてロータリー財団セミ
ナーに吉野委員長と出席してまいりました。私は今まで財
団関係の委員会に所属した経験もなかったので、初めて
の参加となりました。財団イコール寄付のイメージが強く
内容については理解できていなかったのが現状でしたが、
セミナーに参加させていただき財団の活動の大切さも理
解できました。今までは財団については不良会員でしたが、
ポール・ハリス・フェローに近づけるよう心を入れ替え
る次第です。皆様もぜひ私と一緒にチャレンジしてみてく
ださい。11月はロータリー財団月間です。セミナーの内
容を含め吉野委員長に財団の活動内容について例会に
てお話ししていただくことになっております。また、クラブ
内の例会につきましても4回以上の財団関係の例会を行
うこととなっておりますので、吉野委員長と相談しながら
計画してまいります。
　9月には内村広報・雑誌委員長にロータリークラブ・
セントラルの活用方法とMy Rotaryのアカウント登録方
法を例会にて説明していただけることとなっております。
多くのメンバーの登録をお願いします。
　今年の夏は気温の変動も激しく、まだまだ残暑厳しい
時期が続きます。体調管理には十分注意していただき元
気に例会に出席していただけることもお願いいたします。

他RC出席  内村君（8.21勝浦）、森藤君・吉野君
（8.23地区Ｒ財団セミナー）、野際君
（8.25河口湖）、石川（秀）君（8.26長泉）、
積君（8.27ロータリー文庫運営委員会）

欠席者（6名）
金子君、楠木君、望月君、村上君、
鈴木君、内村君
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9月4日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　能見　哲理君

配偶者誕生日　寺田　弘子様（鼎君）

9月11日（金）
　桐陽高校インターアクトクラブたちあげについての
　経過報告
 インターアクト準備委員会　事務局　　細澤　哲哉君

8月合計　17,000円
森　藤君…①来週、北海道へ出張のため例会をお
休みさせていただきます。石川副会長よろしくお願
いいたします。②野口ガバナー、芹澤ガバナー補佐、
鶴田地区幹事ご訪問ありがとうございます。
奥　村君…社員が業務中体調不良になり、東先生
に大変お世話になりました。
積　君…野口ガバナー、鶴田地区幹事、本日は公
式訪問ありがとうございます。
勝　呂君…8/22医師会館で大村君の素晴らしい
講演がありました。会員一同感銘を受けていました。
渡邉（雅）君…野口ガバナー公式訪問お暑い中ご苦
労さまです。

１．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…9/7（月）は9/5（土）に変更
 創立記念清掃体験事業
　　　　　　　9/14（月）は9/12（土）に変更
 創立記念式典
　　　　　　　9/21（月）は祝日休会
　長　　　泉…9/9（水）は早朝例会　記念館清掃
　　　　　　　9/16（水）は移動例会
　　　　　　　9/23（水）は祝日休会
　　　　　　　9/30（水）は夜間例会
　富　士　宮…9/21（月）は祝日休会
　　　　　　　9/28（月）は例会場変更 観月例会
２ ．8/30（日）派遣学生帰国報告会
　野際国際奉仕委員長　1名出席予定。
３ ．9月のロータリーレート　1ドル＝124円。

　私のような不良会員がどうやってロータリアンに
なったのか？ クラブで役割を与えていただき、事
業や奉仕活動について早目に理解できたことが大
きいと思います。
　ＲＩラビンドラン会長のテーマについて細かく説
明をしましたが、ロータリーが30年間続けてきた
END POLIOの活動はあと一歩です。2018年まで
にポリオを撲滅させましょう。
　今年度の地区目標10項目は各クラブ計画書にも
載せていただいていますが、ぜひとも達成で きます
よう会員の皆様のご協力をお願いいたします。
　ＲＩ会長がラビ、ガバナーが私、会長幹事が皆
さん、この組み合わせの年度は二度とありません。
記録にも記憶にも残る素晴らしい年度になりますよ
うに、一緒に楽しみながら活動をいたしましょう。

ガバナー挨拶（要旨）
　ＲＩ第2620地区2015-16年度
 ガバナー　　野口　英一様

沼津柿田川ＲＣと合同例会
ガバナー公式訪問　卓話

◆第3回定例理事会
　2015.8.28（金）　13：35～　出席者14名
【報告事項】
１ ．7/24（金）前会長幹事慰労会並びに会長幹事
激励会　収支報告

【議事】
１ ．9月例会プログラムの件　承認

9月11日 桐陽高校インターアクトクラブ
たちあげについての経過報告
　　インターアクト準備委員会　事務局
 細澤　哲哉君

9月18日 会員卓話
マイロータリーについての話
 会　員　　内村　　愛君

9月25日 地区ロータリー財団セミナー報告
　　　　　ロータリー財団委員長
 吉野　聖一君

10月2日 新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　内山　義郎君

２ ．10～12月テーブル編成の件（今回は入会順）
 　承認
３ ．9/12（土）米山梅吉記念館秋季例祭祝儀の件
　　例年通りクラブ予算より支出。承認
４ ．米山梅吉記念館賛助会員募集の件
　　各個人宛にポストイン予定。承認
５ ．9/12（土）沼津柿田川ＲＣ創立35周年記念式
典祝儀の件　承認　会長・幹事分（1万円×2）
をクラブ予算より支出。
６ ．ＲＩ第2620地区2018-19年度ガバナー候
補者推薦の件　該当者なしで回答。承認
７ ．桐陽高校ＩＡＣ定款の件
　　9月の第4回理事会にて検討予定。
８ ．事務局通信環境（電話・インターネット・ホス
ティング）見直しの件　承認
　 　見直しにより4,451円／月の通信コスト削減が
見込める。
９．クラブＨＰ見直しの件
　 　週報を掲載するか、掲載するとして個人情報を
どこまで掲載するかにつき検討を継続する。

理 事 会 だより

ロータリーの標語

超我の奉仕
Service above Self
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