
出席報告

ジョン  F. ジャーム

生子　哲男

20172016

2016～2017

―2―

石 川 三 義
山 本 洋 祐
三 好 勝 晴

☎〈055〉963-0515　　  963-5202

沼津リバーサイドホテル

第3177回例会 2017.1.27

 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.27

　皆さん、こんにちは。今日は、3月17日に予定されて
います沼津ＲＣ創設65周年式典に関しての実行委員会
からの説明です。よろしくお願いします。
　最近私たちの特養ホームに新しく入居されるお年寄り
の年齢が100歳前後とかなり高齢化しています。先月は
103歳のお爺さんが、今月は99歳のお婆さんが相次い
で入居されてきました。二人とも認知症はなくしっかりと
されています。昔は、特養ホームに入れることは、親不
孝のように思っていた人が多かったと思いますが、103
歳の家族は、あしたかホームに入れて親孝行ができたと
話してくれ、時代は変わったとつくづく感じました。
　仕事上このような高齢者の生活習慣や生き方、考え方
を知る機会があり、これまでも様々なところでお話しする
機会がありました。また、会長挨拶の中でも、長寿の秘
訣や食べ物の話をしてきました。最近読んだ本の中に、
100歳の現役の精神科医、高橋幸枝さんの『こころの匙
加減』という本があります。その本には、毎日を穏やかに
ちょうどよく生きるための40の真理が書かれており、100
歳を生きてきて思うのは、匙加減の大切さとのことです。
「他人を気にしすぎると結局損をする」、「あらゆる不幸は
人と比べることから始まる」、「80歳でも新しい趣味は始
められる」など。
　また皆さんもよく知っております聖路加国際病院理事長
の日野原重明先生のお話は、大変有名です。91歳から
ゴルフを始められ、100歳でのエイジシュート達成が夢
とのことでしたが、今106歳になり、達成できたでしょうか。
「なるべく大股で歩くように心がける」、「人を憎まないこと
を心がける」、「老化するのは当たり前のことだから、楽
に受け止める」など、参考になるお話がたくさん述べられ
ています。最後に、マルチン・ブーバーの『かくれた神』
という本の中に「人は創めることさえ忘れなければ、いつ
までも老いることはない」という老いを生きる哲学が示さ
れています。

ビジター  小高　新吾君（静岡）

他ＲＣ出席  能見君（1.25長泉）

欠席者（6名）
服部君、楠木君、三好君、能見君、
渡辺（芳）君、渡邊（洋）君

44

44

38

86.36

88.64

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）
 会　員　　大友　保志君

配偶者誕生日　石川　文子様（三義君）
結婚記念日　石川　三義君

2月10日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　石渡　保宣君・道前　　勇君

1月合計　18,000円
細澤君…奥村さんにお世話になり、人生初のバレー
ボール観戦を体験させていただきました。試合は残
念な結果でしたが、楽しいひとときをありがとうござ
いました。
石渡君…1/22のパナソニック対東レのバレーボー
ルの試合、奥村君のおかげで楽しいひとときを過ご
すことができました。
奥村君…バレーボールＶリーグ三島大会、ご声援
くださった皆様、感謝します。会場で渡邉秀一君に
お世話になりました。
渡邉（雅）君…22日のパナソニックのバレーボール
試合、盛り上がりました。奥村君ありがとう。

１ ．例会変更のお知らせ
　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
　⇒11名出席予定
３ ．2016-17年度下期会費納入のお願い
　⇒期日：1/31（火）
４ ．2月のロータリーレート　⇒1ドル＝116円

理事会だより
◆第8回定例理事会
　2017.1.27（金）13:30～　出席者12名

【報告事項】
１ ．2016-17年度忘年家族会収支報告
　⇒別紙のとおり
２ ．カメラの買い替え

【議事】
１ ．1月例会プログラムの件　承認

2月10日 会員リレートーク
　　会　員
 石渡　保宣君・道前　　勇君

2月17日 沼津ＲＣ創立65周年
記念式典に向けて
 65周年実行委員会

2月26日 例会変更2/24（金）→2/26（日）
静岡第3分区ＩＭに振替

3月3日 イニシエーションスピーチ
 会　員　　北澤　誠司君

２ ．ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委
員会が多地区合同奉仕活動であることを承認す
る件　承認

65周年記念式典について

記念例会
時間割 プログラム 担当者
15:00

15:07
15:12
15:15
15:16

点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング（奉仕の理想）
会長挨拶
幹事報告
出席報告
点鐘

石川会長
野際宏行
　 〃
石川会長
山本幹事
出席委員長
石川会長

記念式典
時間割 プログラム 担当者
15:18
15:22
15:27
15:28

15:50

15:55
16:00

16:05

16:10
16:12

開会のあいさつ
来賓紹介（44名程度）
物故会員に対し黙祷（5名）
記念事業の紹介
•記念講演
•桐陽高校ＩＡＣクラブ設立
•Ｒ財団地区資金事業（4施設）
•米山梅吉記念館への基金贈呈
功労会員表彰
•積　惟貞
  （2011-12年度ガバナー）
•寺田　鼎（在籍40年）
•杉山哲男（在籍40年）
来賓祝辞
•沼津市長　　大沼明穂様
•沼津商工会議所会頭
　　　　　　　岩崎一雄様
•第2620地区ガバナー
　　　　　　　生子哲男様
祝電披露
閉会のあいさつ

渡邉雅昭
石川会長
司会
山口和一

石川会長

司会

奥村茂春

休憩（15分）

記念講演
時間割 プログラム 担当者

16:30

16:35

17:55

記念講演
•講師紹介
 （パワーポイント：前田守）
•講演　　安平和彦様
　　　　　二神典子様
•謝辞

石川会長

18:00 諸事お知らせ 司会

祝　宴
時間割 プログラム 担当者
18:15
18:18

18:33

19:00

20:00

開宴のあいさつ
記念演奏：マリンバ演奏
　　　　　柴山夫妻
乾杯
•第３分区ガバナー補佐
　　　　　前島正容様
アトラクション
•マリンバ演奏　柴山夫妻
閉宴のあいさつ

積惟貞ＰＧ

吉野副会長

20:05
20:10

来賓お見送り・残務整理
解散

　創立65周年を迎えるにあたり、実行委員会より
基本方針・事業内容・予算・実行委員会の編成
表等の説明が行われました。
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