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　皆さん、こんにちは。本日は新しく沼津市長になられ
た大沼明穂様による年頭のご挨拶を予定しておりました
が、体調不良で入院されてしまいました。大変残念です
が、年頭の挨拶は中止となりました。世界一元気な沼津
にするというスローガンを掲げて当選されました大沼新
市長様には、市民の大きな期待が寄せられています。早
く退院し、元気に職場復帰をすることをお祈りします。
　さて、私は、昨日三島市民文化会館で開催された「伊
豆半島生涯活躍のまちづくり」の講演会とシンポジウムに
参加してきました。基調講演は、「バカの壁」の著者で有
名な養老孟司さんでした。その後、パネルディスカッショ
ンがあり、私も養老孟司さんと一緒にパネラーとして参
加しました。
　安倍政権は、平成27年2月に生涯活躍のまちづくり、
日本版ＣＣＲＣ構想を提案しました。それを受けて、静
岡県では、昨年6月に伊豆半島生涯活躍のまちづくり検
討会を設置し、検討を重ねてきました。医療関係からは、
賀茂医師会長の池田先生、福祉・介護関係で私がメン
バーに入っています。伊豆半島生涯活躍のまちづくり構
想とは、沼津市、三島市を含め伊豆半島の市・町を対
象にして、活力ある中高齢者が、大都市圏の中高齢者
が伊豆半島の各地域に移り住み・移住し、多世代の地
域住民と交流しながら健康でアクティブな生活を送れる
地域づくりを目指すものです。日本版ＣＣＲＣのモデル
となり、安倍首相が自ら視察に訪れたのが「シェア金沢」
です。これを手掛けたのは、佛子園という我 と々同じ社
会福祉法人であることが、正直驚きであるとともに、勇
気づけられます。
　この「シェア金沢」は、子供から大学生、高齢者まで、
世代や障害の有り無しを超えて、いろんな人がつながり、
そこで暮らし、地域社会づくりに参加する街です。

他ＲＣ出席  大村君（1.18長泉）、金子君・能見君
（1.19沼津西）

欠席者（4名）
藤田君、望月君、清君、塚本君
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1月27日（金）
　65周年記念式典について

会員誕生日　奥村　茂春君

2月3日（金）
　職業奉仕月間担当例会（地区職業奉仕セミナー報告）

イニシエーションスピーチ
 会　員　　渡邉　秀一君

卓話

奉仕プロジェクト リーダー　細澤　哲哉
　奉仕プロジェクトは、青少年：峯尾委員長、職業
奉仕：塚本委員長、社会奉仕：渡邊委員長、国際
奉仕：野際委員長と、各委員会とも当クラブの精鋭
のロータリアンによって構成され、精力的に活動中
です。これからも皆で精進し努力してまいりますので、
皆様方のご協力よろしくお願いいたします。
青少年　7/30・31ＩＡＣ年次大会に桐陽高校生徒
4名・野呂瀬顧問と参加。8/26桐陽高校生徒3名と
野呂瀬顧問が例会を訪問して下さいました。10/30
指導者講習会・11/20地区大会は、学校行事のた
め生徒の参加はできませんでした。学校側の日程を
無視して計画を立てると生徒の参加が難しくなること
は、7/16顧問先生連絡会議でも問題になりました。
職業奉仕　本年度はまだ報告する内容はありません
が、1/29の地区職業奉仕セミナーの報告とともに
発表します。「思いやりの心を持って他人のために
尽くすこと」「最もよく奉仕するもの、最も多く報いら
れる」というＲ哲学を心に、ご協力をお願いします。
社会奉仕　7/31（日）夏祭りクリーン作戦に会員16
名が参加。駅前花壇清掃も行いました。11/20（日）
地区大会で社会奉仕に関する記念講演会が開催さ
れ、会員18名が参加しました。今後は千本浜公園
の清掃と駅前花壇の清掃を誠実に実行していきます。
国際奉仕　今年度当クラブ並びに第3分区での予
定はございません。青少年交換プログラムのうち、
参加しやすい短期交換を、桐陽高校・沼津商業高校
ＩＡＣへ積極的に紹介したいと思います。

奉仕プロジェクト 細澤　哲哉

第2回クラブ協議会 ❸

石川（三）君…誕生日のお祝いありがとうございます。
大友君…誕生日のお祝いありがとうございます。こ
う見えてもまだ52歳です。
積君…誕生日の祝いをしていただきありがとうござ
います。
寺田君…結婚記念日の祝品を頂きありがとうござい
ました。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…1/30（月）は裁量休会
　新　富　士…2/7（火）は特別休会
　　　　　　　2/14（火）は例会場変更＠常葉大学
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　沼　津　北…2/21（火）は移動例会
 香貫山大漁桜補植
　　　　　　　2/28（火）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　沼　津　西…2/23（木）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
　富 士 宮 西…2/24（金）は2/26（日）
 静岡第3分区ＩＭに振替
２ ．1/29（日）2016-17年度職業奉仕セミナーの
ご案内　⇒参加者のみポストイン

　昨年の6月に沼津ＲＣに入会させていただきまし
たメットライフ生命保険㈱の渡邉秀一と申します。
　入会させていただけたこと、心より感謝しておりま
すし、皆様のお仲間に入れていただいたこと、大
変光栄に思っております。
　私は1974年1月に田方郡函南町に生まれ、小学
校1年生から小学校6年生まで函南サッカー少年団
に入団しＧＫとしてサッカーに明け暮れる毎日を過
ごしました。
　中学生になると当時はサッカー部が無かったた
め、バレーボール部に入部、高校も地元の強豪高
校にバレー推薦で入学、バレーボール三昧の毎日
でした。
　その後は様々な理由で大学進学ができなかった
ため、高校卒業後はクラブチームでの活動と、指
導者への道を歩むこととなりました。
　ちなみに現在は、東レアローズサテライトコーチ
としてU-14チームの選手の育成、そして、40歳以
上枠のマスターズのチームの一員として現役選手で
もあり、2015年には全国ベスト8、2016年には全
国3位の成績を残し、コーチとしては将来日の丸を
背負ってくれる選手を育てる夢、選手としては全国
制覇を成し遂げる夢を抱いて日々頑張っております。
　職歴は、学校卒業後に東京のコンサルタント会
社に就職し、様々な貴重な経験をさせていただき多
くの学びを得ましたが、やはり地元での暮らしに戻
りたく退職、帰省し地元老舗の会社に就職しました。
　そして、2013年1月にメットライフ生命保険㈱に
転職、天職に巡り合うことができました。
　「仲間、友人、知人の今と未来と老後を護る」と
いう信念に基づきコンサルタント業をスタート、私
がこの仕事をしていく意味を日々感じ、大変充実し
ております。
　おかげさまで、2014年にＭＤＲＴ基準をクリア、
2015年度ＭＤＲＴ成績会員という保険コンサルタ
ントとして素晴らしく名誉のある肩書きを手にするこ
とができました。ＭＤＲＴは生命保険と金融サービ
ス業界の最高水準として世界中で認知されているた
め、私のコンセプトである「世界一の世話焼きコン
サルタント」に向けてまずはスタートラインに立てた
と思っております。
　ここに至るまでも、今日まで出会ったすべての方々
のおかげだと思っております。これからも皆様の笑
顔のために、自分自身と家族の笑顔のために、益々
精進してまいりたいと思います。
　最後に、私にとってロータリーとは、憧れであり、
最高の学び、本気の世話焼きの実体験、最高の永
遠の仲間作りの場だと思っております。
　まだまだまだ未熟な私ではございますが、これか
らもご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

ロータリーの標語　超我の奉仕
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