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NO.35

　皆さん、こんにちは。先週の沼津ＲＣ創立65周年記
念例会並びに記念式典、記念講演会、祝賀会が、実行
委員会並びに会員の皆様のご協力により無事終了いたし
ましたことを、心より感謝申し上げます。とりわけ、実行
委員会の皆様には、一年前から準備をしていただき、本
当にありがとうございました。65周年行事が無事終了し
て、私も安堵しました。
　これからも、ロータリーの中心概念である親睦・高潔
性・多様性・奉仕・リーダーシップを大切にしながら、
また時代と共に進化しながら、新しい歴史を切り開いて
いかなければならないと言えます。なお、今日は、お二
人のＰＥＴＳの報告ですので、よろしくお願いします。
　3月といえば、私には平成28年度の会計が終了するこ
と、3・11の東日本大震災が思い起こされます。科学技
術が進んだ現代社会で原発事故の発生や防潮堤が簡単
に破壊されるとは、誰が想像したでしょうか。しかし、今
から約1150年前の869年に今回と同様の巨大地震が
東日本で発生しています。陸奥海溝地震と言われ、マグ
ニチュード8.3で、今回と同様の津波が発生したと言わ
れています。この地震の5年前（864年）に富士山の大噴
火があり、溶岩の流失で今日の富士五湖が作られてい
ます。地震の9年後878年には南関東地震（Ｍ7.4）があ
りました。このような繋がりで、今日首都圏直下型の地
震が心配されているところです。
　東日本大震災の後、私たち法人は、岩手県遠野市に
拠点を置いた静岡県災害支援センターに職員を延べ70
人ほど派遣してきました。私も、釜石市の北部の大槌町
に入り、被災状況を現地の高齢者福祉施設の関係者か
ら伺ってきました。大槌町は、「ひょっこりひょうたん島」
のモデルとなった蓬莱島が浮かぶ、風光明媚な街です。
その福祉施設には、家を失い避難してきた地域住民300
人が施設の廊下や食堂等で施設のお年寄りと一緒に3
日間過ごしたとのことです。
　3月11日を私たちは決して忘れることなく、災害に日
頃から備えましょう。

他ＲＣ出席 	吉野君・村上君・積君（3.18ＰＥＴＳ）、
寺田君（3.21沼津北）

欠席者（9名）
藤田君、服部君、金子君、髙地君、	
長橋君、能見君、大村君、寺田君、	
渡邊（洋）君
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4月7日（金）
　地区研修・協議会報告①
	 次年度委員長

会員誕生日　髙地　尚之君
結婚記念日　石渡　保宣君、渡邉　雅昭君

4月14日（金）
　地区研修・協議会報告②
	 次年度委員長

ＰＥＴＳ報告
	 次年度幹事　　村上　綾一君

卓話

3月合計　21,706円
石川（三）君…65周年記念式典も皆さんのご協力で無
事終了しました。ありがとうございました。
積君…創立65周年、無事に終わって良かったですね。
皆様、ご苦労様でした。
渡邉（雅）君…65周年記念例会が無事終わりました。皆
様に大変お世話になりました。
山口君…65周年記念式典にご協力ありがとうございま
した。お土産のアジの開きは、大好評でした。渡辺芳
彦さん、ありがとうございました。
山本君…誕生日プレゼントありがとうございます。滅多
にスマイルしない私ですが、こんな時くらいはと思って
スマイルします。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…4/11（火）は夜間例会
　　　　　　　4/18（火）は特別休会
　富士山吉原…4/13（木）は祝寿の会
	 ＠マースガーデンウッド御殿場
　富 士 宮 西…4/28（金）はミツバツツジ
	 お花見例会＠朝霧アリーナ
２ ．4/9（日）千本清掃奉仕・「千本をよくする会」総会

のお知らせ
３ ．4/7（金）「千本をよくする会」役員会
４ ．6/3（土）台湾での「第18回Ｒ国際囲碁大会」のご

案内⇒詳細は事務局まで

◆第10回定例理事会
　2017.3.24（金）13:30〜　出席者14名

【報告事項】
１	．ＲＩ2620地区分区（グループ）割り見直しの件

【議事】
１ ．4月例会プログラムの件　承認

4月14日 地区研修・協議会報告②
	 次年度委員長

4月21日 ほたるサミット2017沼津市大会を前に
	 沼津ホタル保護研究会　下田　城二様

4月28日 青少年奉仕クラブ危機管理研修
　　　　　		地区青少年奉仕委員会

	 委員長　渡邊　芳一様

5月5日 祝日休会

5月12日 会員リレートーク
	 会員　石川　秀雄君・向坂　義次君

２ ．5/24（水）日帰り研修バス旅行の件
　⇒承認・別紙のとおり
３ ．4/22（土）米山梅吉記念館春季例祭祝儀
（￥10,000）の件　承認

４ ．5/10（水）三島ＲＣ創立60周年記念式典会費（2
名×￥10,000）の件　承認

５ ．「クラブ・ビルダー賞」推薦のお願いの件
　⇒推薦を行う
６ ．新会員候補者の件
　⇒渡邉真司君（渡辺芳彦君ご次男）

理事会だより

　先日行われたＰＥＴＳに、沼津ＲＣからは吉野さん
と私が出席しました。また、積先生が次期地区研修委
員会委員として出席されました。
　次期Ｇは松村友吉さんで、焼津ＲＣの方です。イアン・
ライズリー次期会長の話を踏まえ、「今一歩の変化をす
すめる。特に、ＩＴ化と会員増強及び環境保護に重点
を置く。一方で、Ｒの根底にある精神は不変である」と
いう方針が示されました。今世紀末にＲＣが消滅しない
ように、強い危機感を持つべきとの話がありました。
　ポリオに関し、改めてどのような病気であるか、ワク
チン接種がいかに有効であるかの話があり、世界ポリ
オデープロジェクトが紹介されました。10/24の世界ポ
リオデーに向けて、9/1〜10/23の期間に、2620地区
内79クラブでエンドポリオＰＲ＆募金活動を行います。
それらの活動内容を、10/24の新聞に全面広告で掲載
します。
　後半では、分区ごとに分かれて研修がありました。進
行は次期Ｇ補佐の太田昭二さんです。
　その中で、国際大会、地区大会、ＩＭ、公式訪問、
Ｇ補佐の期首訪問、期末訪問の日程が発表されました。
また、次年度からは例会回数がクラブによって異なるた
め、クラブごとに回数方針の説明を行いました。沼津Ｒ
Ｃからは、「原則としてこれまで通り毎週例会を開催す
るが、祝日のある週にかぎり休会とする」という報告を
行いました。
　最後に分区割りの方針について説明がありました。
今後、静岡は5つの分区に分かれます。沼津ＲＣは第2
グループに所属します。第2グループは、これまでの第
3分区9クラブに3クラブを加えた12クラブです。

　Ｒ財団100周年を機に、「財団の原点」をわかりやす
く学び、更なる100年の礎にすべく、「Ｒ財団100周年
記念財団セミナー」が開催されました。
　当クラブからは山本幹事、村上副幹事、東Ｒ財団委
員長の3名が参加し、Ｒ財団の仕組みなどについて改
めて学んできました。

　この時期としては肌寒い天気となってしまいましたが、
最後まで元気にプレーしました。結果は、1位上田君、
2位内山君、3位藤田君。ベスグロ上田君（90）でした。
参加者の皆様、お疲れ様でした。
参加者　上田君、内山君、藤田君、望月君、實石君、
三好君、大友君、大村君、北澤君、塚本君、渡邉（秀）
君、石川（秀）君、吉野君、森藤君、村上君、村上ひ
ろこ様、森藤真以様

ロータリー財団100周年記念財団セミナー開催
2017.3.25（土）　於：クリスタルホールパテオン

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催
2017.3.26（日）　於：沼津ゴルフクラブ
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