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　みなさんこんにちは。本日は私が北海道に出張中のた
め石川副会長に会長代理をお願いいたしました。石川
副会長よろしくお願いいたします。
　地区補助金申請の許可もおり、無事ロータリー財団
委員会より補助金が入金されましたので、社会福祉法人
共生会様へ10月にミニエンドレスシーラーの贈呈を行
いたいと考えております。
　共生会様ではパンやクッキー・ラスクなどの食品製造
を行っております。現在、1日に500から800梱包を行っ
ておりますが、1個ずつ圧着作業を行っているため、時
間も3時間から4時間くらいかかり、作業に慣れた障がい
者しか従事できないでいます。ミニエンドレスシーラー
を導入することで、排送コンベアがついているため比較
的簡単に作業に従事することができますし、温度も制御
できるため安全に作業ができ、作業時間も今までの半分
くらいで仕上げられるので、従事する障がい者にも負担
が少なく仕上げることができるとのことです。贈呈式では、
共生会代表の太田様に共生会の活動ならびに就労支援
事業等の内容について卓話もお願いしております。
　これを機会にみなさんと一緒に再度ロータリー財団に
ついて勉強させていただき、活用方法の内容についても
理解しながら、色々な事業に活用できるようにしたいと考
えております。地区からは財団に関する例会をクラブ内
で4回以上行うよう指導を受けております。第1回目として、
今月吉野委員長に財団セミナーの報告を行っていただく
ことになっております。よろしくお願いいたします。

他RC出席  積君（8.29米山梅吉記念館理事会）、野
際君（8.30派遣学生帰国報告会＆受入学
生ホームカントリー紹介）、鈴木君（8.31
富士宮）、石川（秀）君（8.31沼津柿田川）

欠席者（7名）
石川（秀）君、金子君、望月君、
森藤君、鈴木君、塚本君、内村君
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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

会員誕生日　大村　愛美君
配偶者誕生日　渡邉　久代様（雅昭君）
結婚記念日　野際　宏行君

9月18日（金）
　会員卓話　マイロータリーについての話
 会　員　　内村　　愛君

野　際君…来週9/10～12沼津自慢フェスタが開
催されます。ぜひ中央公園にお出かけください。チ
ラシはテーブルに置かせていただいております。
奥　村君…楠木君に親類の不動産のことで、親身
に相談に乗っていただき大変感謝いたします。

１．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…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…9/16（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 ．9/12（土）米山梅吉記念館秋季例祭＠米山梅
吉記念館　14：00～
３ ．米山梅吉記念館館報配布・米山梅吉記念館賛
助会員募集のお知らせ　賛助会費（1人3,000
円）ご協力よろしくお願いいたします。
４ ．10/25（日）沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペのご
案内と出欠のお伺い＊詳細はポストイン
５ ．11/6（金）・7（土）地区大会in甲府　通常登録
のご案内
６ ．「ロータリーの友」9月号　配布
７ ．2014-15山口年度年次報告書　配布

　皆様こんにちは。本年3月から沼津ＲＣに加入さ
せていただきました、野村證券沼津支店の能見哲
理です。どうぞよろしくお願いいたします。
　私は昭和47年7月27日に京都市の北区で生まれ
ました。出身が京都と申しますと、皆様から「いいと
ころですね～」とか、「能見」と言う名前からの連想
なのでしょうが「お能をされてらっしゃるのですか？」
とか、「何代も続かれているお家なんですか？」など
とよく質問をされますが「ただ生まれた場所が京都
であった」というのが本当です。実際、父親は石川
県の出身で、母親こそ京都生まれではありますが祖
父母は山形の出身です。つまり私は、まったく由緒
もなんにも正しくない、単に京都で生まれただけの
京都出身の人間ということです。最近は、「阪神タ

イガースの能見投手の親戚ですか？」ともよく聞か
れますが、こちらも残念ながら全くの赤の他人です。
　京都では19歳まで過ごしました。新潟大学に入
学し、大学を卒業後は縁あって野村證券に入社し、
最初に配属されたのは岡山支店でした。その後、
大阪支店に異動となり、本社商品企画部、名古屋
駅前支店、そしてもう一度本社商品企画部を経た
後に、本年の4月に沼津支店に着任いたしました。
　まだ、5か月ちょっとの沼津ライフではございます
が、既に沼津が大好きになっております。なぜならば、
お水と空気と食べ物（特に魚）がすごく美味しくて、
そして何よりも人間的に素晴らしい方がたくさんいら
っしゃる所だとお世辞抜きに感じているからです。
今年の3月まで住んでいた世知辛く住みにくい街、
東京に比べると、沼津は私からすると最高の場所で
ございます。このような最高の場所で働ける幸せを
全身で受け止め、そしてそれを十二分に感じなが
ら、これからも日々一生懸命頑張ってまいります。ま
だまだ若輩者ではございますが、皆様、どうぞこれ
からもよろしくお願い申し上げます。
※紙面の都合により一部を要約して掲載しています。

会員維持増強 リーダー　奥村　茂春

　4つの小委員会（会員選考・Ｒ情報・会員増強・
職業分類）の各委員会と的確な情報交換をしていく。
最重要課題に向け小委員会の成果が上がるよう活
動しやすい環境づくりを心がけたい。
会員選考　昨今Ｒの基本理念や活動方針は時代の
ニーズに適応すべく変化していますが、Ｒアンの資
質は変わりません。推薦された会員候補者の人とな
りや社会的地位、風評、Ｒの規範を遵守して活動
できるか等を公平かつ客観的に審査し、Ｒアンとし
ての資格を満たしているか理事会に報告します。
Ｒ情報　新会員にＲアンとしての権利と義務につい
て理解を得るため情報を提供し、クラブ全会員に
ＲＩおよび日本のＲＣの最新情報をお届けします。
雑誌委員会とコラボし最も重要な情報ソースである
Ｒの友の要約を会報に掲載するよう努め、最新情
報を得る立場にある会長には一端を会長挨拶の時
間などに披露していただくよう要請していきます。新
会員に対しては、一年間、少なくともＲの友のＲＩ
指定記事を読破していただくよう要望していきます。
会員増強　本年度当地区野口Ｇの方針は、49名
以下のクラブは純増1名、50人以上のクラブは純
増2名です。クラブ運営にはある程度の会員を確保
し退会者をなくすことが大事です。会員一人ひとり
がクラブ運営を考え増強に対して積極的に取り組
む必要がありますが、伝統ある沼津ＲＣにふさわし
い方を選択する必要もあるでしょう。退会者を防ぐ
には地元企業の方々に積極的に声をかける必要が
あると思います。皆様のご協力をお願いします。
職業分類　職業分類は、会員減少による空白が目
立っています。また、時代の経過とともに今後充足
されそうにない項目もあります。当クラブの状況も
考えバランスの良い会員増強を心がけていきます。

会員維持増強 リーダー　奥村　茂春

新会員
イニシエーションスピーチ
 会　員　　能見　哲理君

第1回クラブ協議会③

卓話

ロータリーの標語

超我の奉仕
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