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　皆さん、こんにちは。先週の年次総会で吉野年度の
理事と次々年度会長が決定いたしました。次年度理事は
渡邉雅昭君、山口和一君、森藤恵二君、吉野聖一君、
東宗徳君、細澤哲哉君、實石学君、渡邊洋二郎君、村
上綾一君と私です。次々年度会長は、細澤哲哉君に決
定しました。吉野年度も以上のメンバーでますます充実
したクラブ運営がなされると思いますが、今年度同様に
全員参加のクラブ運営をぜひお願いします。
　本日は、第3分区ガバナー補佐の前島正容様の訪問
を受けての第2回クラブ協議会です。よろしくお願いしま
す。今回のクラブ協議会は、ロータリー年度の半ばに目
標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度
の残り半分のクラブのプログラムを決めるものです。12
月で半年が終わりますが、これまで例会に追われるよう
に過ごしています。これからの半年、余裕が生まれるかと
言えば、65周年を控えており、それが終わるまでは忙し
い日々が続くと思います。
　この半年間、会長挨拶ではロータリーに関係するお話、
私の仕事の関係で高齢者福祉や介護保険制度のお話、
私の趣味に関するお話をさせていただきました。今日は、
先々週視察に行った話をさせていただきます。石川県金
沢市にある株式会社サンウェルズという民間企業の経営
する住宅型有料老人ホームと、社会福祉法人佛子園の
シェア金沢を視察させていただきました。シェア金沢は、
日本版ＣＣＲＣのモデルとなり、昨年安倍総理も視察に
訪れていました。まったく新しい発想で新規事業を展開し
ている法人があり、勉強になりました。アメリカ版ＣＣＲ
Ｃは、元気な時から要介護状態や認知症になるまでずっ
と一つの敷地で暮らせ、継続的なケアを受けられるコミュ
ニティですが、安倍政権が掲げる地方創生としてのＣＣ
ＲＣは、生涯活躍のまちであり、シェア金沢は児童入所
施設から大学生向けの住宅、高齢者住宅、レストラン、
温泉施設などが混在した「ごちゃまぜ」のまちづくりでした。
今、県は伊豆半島でＣＣＲＣを検討しています。

ゲスト  前島　正容様、渡邊　一敏様

他ＲＣ出席  積君（12.3第3回戦略計画委員会・第3
回地区諮問委員会）

欠席者（8名）
石川（秀）君、金子君、北澤君、
楠木君、能見君、大熊君、大村君、
渡邊（洋）君
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12月16日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　服部　哲雄君・望月　美樹君

配偶者誕生日　石渡三代子様（保宣君）
結婚記念日　勝呂　　衛君

12月22日（木）
　忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）

石川（三）君…今日は、第2回目のクラブ協議会です。
よろしくお願いします。前島ガバナー補佐、ご訪問あり
がとうございます。
實石君…先日の沼津ＲＣゴルフコンペで、同伴メンバー
のお蔭で優勝しました。ありがとうございました。また頑
張ります。
奥村君…明後日は千本公園清掃。毎年この日大阪出
張で恐縮です。どうやら雨は降りません。
積君…前島ガバナー補佐、渡邊さん、よくおいでくださ
いました。
杉山君…先日のテーブル会を失念しまして、Ｅテーブル
の皆様にご迷惑をおかけしました。
寺田君…30年出席表彰をいただきました。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…12/27（火）は裁量特別休会
　新　富　士…12/20（火）はＧ補佐公式訪問
 12:30～音楽会
　　　　　　　12/27（火）は特別休会
　　　　　　　1/10（水）は新年例会 夜間18:30～
 グリーンホテル
　　　　　　　1/17（水）は特別休会
　富士山吉原…12/29（木）は特別休会
　富 士 宮 西…12/23（金）は祝日休会
　　　　　　　12/30（金）は裁量休会
　富　　　士…12/21（水）は家族夜間例会
　　　　　　　12/28（水）は年末休会
　　　　　　　1/4（水）は新年休会
　　　　　　　1/11（水）は家族夜間例会
　　　　　　　1/25（水）は例会後、職場見学へ
　長　　　泉…12/21（水）は夜間例会
　　　　　　　12/28（水）は特別裁量休会
　　　　　　　1/4（水）は特別裁量休会
　　　　　　　1/18（水）は夜間例会
　　　　　　　1/25（水）は1/28（土）移動例会
　沼　津　西…12/22（木）はクリスマス家族例会
 点鐘18:30
　　　　　　　12/29（木）は裁量休会
　沼津柿田川…12/26（月）は12/22（木）家族例会
　　　　　　　1/2（月）は祝日休会
　　　　　　　1/9（月）は1/10（火）新年夜間例会
　　　　　　　1/30（月）は裁量休会
２ ．12/22（木）忘年家族会
　⇒出欠回答・会費納入・景品寄付は受付にて
３ ．2/26（日）2016-17年度静岡第3分区ＩＭのご
案内⇒2/24（金）の例会変更ですので極力ご出席くだ
さい（入会3年以内の新会員は出席義務有）。出欠回
答は事務局まで（お早めにお願いします）
４ ．65周年記念式典実行委員会
　⇒12/16（金）例会終了後

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

　今年最後の千本をよくする会の清掃は、会員内外の
多くの皆様にご参加をいただき、賑やかに行うことがで
きました。皆様、お疲れ様でした。

参加者　峯尾君、大村君、石川（三）君、大友君、寺
田君、山口君、實石君、積君、峯村君、石渡君、渡邉
（雅）君、向坂君、塚本君、細澤君、森藤君、杉山君、
清君、三好君、吉野君、山本君、渡邊（洋）君、深瀬様、
積邦子様、石渡三代子様、大場さやか様（沼津商業高
校教諭）、山口君のお孫様、山本君のお子様

　本年はＲ財団が設立されて100年を迎えました。ジョ
ン・ジャームＲＩ会長を迎えて、11/27に東京で記念
式典が行われ、また、11/28～12/1には第45回Ｒ研
究会が名古屋にて開催されました。大変レベルの高い
時間で、これに参加した経験はＧ補佐とし大変有意義
でした。これから第3分区に還元したいと思います。
　今年度は、当初から規定審議会で大きな変更があり、
様々な事案についてクラブの裁量が大幅に増え、多様
性が大きく広がりました。前述のＲ研究会で、例として
一昨年設立された東京のクラブが紹介されました。会
員の枠を思い切り広げ、若いベンチャー企業主、一般
社会人、専業主婦、財団・米山学友などが対象。例会は
月2回で夜7時～8時。設立時は会員数28名でしたが、
現在120名超、来年は200名を目標。会費は、会員レ
ベルにより50,000円～150,000円と幅を設けています。
　また、12/7山梨第1分区に甲斐の里ＲＣが誕生しま
した。第2620地区79番目、14年ぶりの新クラブです。
例会は昼と夜の2回、食事を無くして会費を低減しました。
さらに活性化のために40%以上の女性会員を維持する
内規を設けました。このようなクラブの良い点を参考に
して、会員が和気あいあいと社会奉仕ができればと感じ
ました。しかし「多様性」は試行錯誤の段階です。大胆
の中に慎重さを兼ね備えることも肝要と思われます。
　結びに、来年2/26は当分区のＩＭが富士宮で開催
されます。多くの皆様方のご参加を心より歓迎申し上げ
ます。何卒、よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶
　　国際ロータリー第2620地区
　　静岡第3分区　ガバナー補佐
 前島　正容

第3回ガバナー補佐公式訪問

千本をよくする会

2016.12.11（日）

クラブ管理運営 リーダー　吉野　聖一
　本年度も無事に折り返し地点を迎えることができまし
たこと、皆様のご協力に感謝します。内田親睦委員長と
残念なお別れがありましたが、清副委員長を中心に親
睦活動も円滑に行われ、大友出席委員長とも足並みを
揃え100％例会を達成できました。ありがとうございま
す。今月は楽しい忘年家族会も予定され、三好会報委
員長、渡辺プログラム委員長にも迅速な行動をしてい
ただいており、各委員の皆様に感謝申し上げます。
出　席　9/30第3162例会にて出席100％達成できま
した。ありがとうございました。一方で、あと1人で100％
達成ができた例会が3回ありましたので、更なる皆様の
ご理解ご協力をお願いいたします。また、やむを得ず例
会開始直前に会場へ来られる方は、書類作成が間に合
いませんので、ホテルまたは私の携帯までご一報いただ
けると助かります。残り半年間よろしくお願いいたします。
親　睦　内田委員長のご逝去という悲しい出来事が10
月にありましたが、一番大きなイベントである家族忘年
会が12/22に控えているので、彼のためにも楽しく成功さ
せたいと思います。既に景品も集まってきており、スムーズ
な進行ができるよう企画運営をするので期待してくださ
い。例会ではスマイル受付、ゲスト対応、スマイル発
表等、委員会メンバーがよく協力してくれています。今
後も温かい笑顔で皆さんをお迎えしたいと思います。
会　報　今後も引き続きより良い誌面作りに努めてまい
ります。皆様に会報作成のための原稿を依頼いたしま
すので、よろしくお願いします。
プログラム　強化月間を念頭に本年度は会員の皆様
にもリレー式に卓話をお願いしています。ここまで入会
順に6名に卓話をいただきました。ありがとうございます。
6月までの予定を皆様の協力のもと立てることができまし
たが、さらに魅力ある例会となるように努めますので、
皆様からのご意見、ご助言をお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　吉野　聖一

第2回クラブ協議会 ❶
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さらに活性化のために40%以上の女性会員を維持する
内規を設けました。このようなクラブの良い点を参考に
して、会員が和気あいあいと社会奉仕ができればと感じ
ました。しかし「多様性」は試行錯誤の段階です。大胆
の中に慎重さを兼ね備えることも肝要と思われます。
　結びに、来年2/26は当分区のＩＭが富士宮で開催
されます。多くの皆様方のご参加を心より歓迎申し上げ
ます。何卒、よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶
　　国際ロータリー第2620地区
　　静岡第3分区　ガバナー補佐
 前島　正容

第3回ガバナー補佐公式訪問

千本をよくする会
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　本年度も無事に折り返し地点を迎えることができまし
たこと、皆様のご協力に感謝します。内田親睦委員長と
残念なお別れがありましたが、清副委員長を中心に親
睦活動も円滑に行われ、大友出席委員長とも足並みを
揃え100％例会を達成できました。ありがとうございま
す。今月は楽しい忘年家族会も予定され、三好会報委
員長、渡辺プログラム委員長にも迅速な行動をしてい
ただいており、各委員の皆様に感謝申し上げます。
出　席　9/30第3162例会にて出席100％達成できま
した。ありがとうございました。一方で、あと1人で100％
達成ができた例会が3回ありましたので、更なる皆様の
ご理解ご協力をお願いいたします。また、やむを得ず例
会開始直前に会場へ来られる方は、書類作成が間に合
いませんので、ホテルまたは私の携帯までご一報いただ
けると助かります。残り半年間よろしくお願いいたします。
親　睦　内田委員長のご逝去という悲しい出来事が10
月にありましたが、一番大きなイベントである家族忘年
会が12/22に控えているので、彼のためにも楽しく成功さ
せたいと思います。既に景品も集まってきており、スムーズ
な進行ができるよう企画運営をするので期待してくださ
い。例会ではスマイル受付、ゲスト対応、スマイル発
表等、委員会メンバーがよく協力してくれています。今
後も温かい笑顔で皆さんをお迎えしたいと思います。
会　報　今後も引き続きより良い誌面作りに努めてまい
ります。皆様に会報作成のための原稿を依頼いたしま
すので、よろしくお願いします。
プログラム　強化月間を念頭に本年度は会員の皆様
にもリレー式に卓話をお願いしています。ここまで入会
順に6名に卓話をいただきました。ありがとうございます。
6月までの予定を皆様の協力のもと立てることができまし
たが、さらに魅力ある例会となるように努めますので、
皆様からのご意見、ご助言をお願いいたします。
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