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　皆さん、こんにちは。本日は前島ガバナー補佐の期
首訪問であり、第1回目のクラブ協議会であります。各
委員長さんより報告をいただきますので、よろしくお願い
いたします。今年度の事業計画書を詳しく読ませていた
だきました。各委員長さんの意気込みが感じられる内容
です。事業内容によっては複数年かけて実施していかな
ければなりませんので、委員会によっては、委員長を複
数年お願いしました。毎年委員長さんが変わるとなかな
か前に進まない感じがしています。
　さて、1か月前になりますが、6月26日に峯村増強委
員長と会員増強セミナーに参加してきました。その際、
前島ガバナー補佐より、沼津は今年度何人増員しますか
という質問を受けまして、峯村委員長は控えめに2人と答
えましたが、本心は5名です。何とか沼津ＲＣを50人の
大台に乗せたいと考えています。日本でロータリーの会
員数が最も多かったのは、1996年11月末の13万人で、
2016年4月末では8万9千人であります。また沼津ＲＣ
では、1973-74年の79人、1983-84年の79人の2回
です。今年度、沼津ＲＣも、会員一人ひとりの魅力によ
って会員増強を図りたいと考えます。
　7月8日の例会終了後、峯尾青少年委員長と桐陽高校
にお伺いし、校長先生とインターアクトの顧問の先生に
お会いし、7月31日の夏祭りクリーン作戦への参加と、
インターアクトの生徒の沼津クラブの例会への参加を要
請し、8月26日のガバナー公式訪問の日に出席する方
向で調整しております。7月31日は、社会奉仕活動とし
ては夏祭りクリーン作戦がありますので、会員の皆様の
ご協力をお願いします。

ビジター  前島　正容君、望月　浩幸君（富士宮）、
 渡邉　妙子君（三島）、
 久松　　但君（沼津西）

他ＲＣ出席  服部君・石川（秀）君・渡邊（洋）君（7.19
沼津北）

欠席者（9名）
道前君、石川（秀）君、實石君、
金子君、長橋君、向坂君、白壁君、
内田君、渡邊（洋）君
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8月5日（金）
　前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会
 （夜間例会18:00点鐘）

8月12日（金）　お盆休会
8月19日（金）
　会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

ガバナー補佐
期首訪問によせて
　  2016-17年度 静岡第3分区
 ガバナー補佐　　前島　正容

7月合計　47,000円
石川（三）君…本日は、前島ガバナー補佐ようこそ沼津
ＲＣにお越しくださいました。よろしくご指導をお願いし
ます。
峯尾君…①お誕生日のお祝いをいただきありがとうご
ざいます。②息子が結婚しました。ホッとしました。
森藤君…前島ガバナー補佐様、本日はよろしくお願いし
ます。1年間頑張ってください。
積君…前島ガバナー補佐、望月さん、本日は沼津クラ
ブにようこそおいでくださいました。
渡邉（雅）君…昨日は、高齢者講習会で清マキさんにお
世話になりました。
山口君…前島ガバナー補佐様、ようこそ！ご指導よろし
くお願いいたします。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…8/15（月）は裁量休会
　　　　　　　8/22（月）は8/26（金）に変更
　沼　津　西…8/11（木）は休日休会
　沼　津　北…8/16（火）は裁量休会
２ ．7/31（日）夏祭りクリーン作戦および駅前花壇清掃
　⇒ 中央公園4:45集合（雨天時実施有無は同報メール

にて連絡）
３ ．7/31（日）地区ロータリー財団セミナー
　⇒ 山本幹事　1名出席予定
４ ．7/30（土）～31（日）インターアクト第43回年次大
会＠静岡県西遠女子学園
　⇒峯尾青少年委員長・桐陽高校ＩＡＣ 参加予定
５ ．2016-17年度上期会費納入期日⇒7月末日まで
となっていますのでよろしくお願いします

　本日は、最初に生子Ｇからの伝達、次に貴クラブの
事業について、最後に私の考えなどをお話しいたします。
　まず、ジョンＦジャームＲＩ会長の指針をお読みくだ
さい。そして生子Ｇから10の目標【Ｒ戦略計画】が示さ
れました（後日、Ｇ公式訪問で詳細が語られます）。中
でも特に、①新たな組織について②広報・ＩＴ関係に
ついて③地区大会への参加④ＩＭ対応⑤ＲＩ会長賞へ
の挑戦とMy Rotaryの活用をお願いします。
　次に沼津ＲＣの諸事業について、「千本をよくする会」
の千本清掃をはじめとした清掃活動や、昨年度の桐陽
高校ＩＡＣ設立などの活動、また、会員一人ひとりが
Ｒ活動に関心を持ち、「全員参加のＲ活動」を目標とす
ることや、創立65周年記念式典の開催など、素晴らし
い事業の実践に心から敬意を表します。地域や団体と
の連携は困難がつきまとうと思いますが、こうした事業
を通じて会員同士の連帯を深めてください。
　結びに、私からひと言申し上げます。Ｒは出会いから
始まります。沼津ＲＣ例会では本年度「笑顔で迎える」こ
のフレーズの重みは大変素晴らしく、Ｒ活動の原点で
はないでしょうか。さて、最近「時代の変化」が著しいで
すが、同時にＲも変わらねばなりません。4月の「規定
審議会」はその片鱗です。クラブに大きな裁量権限が移
りました。各クラブの身の丈にあった有意義な方向に
進めてください。また、①会員増強・維持②Ｒ財団へ
の協力③ＩＴの推進④ＩＭ参加をお願いします。
　以上、今後とも当2620地区へのご指導とご協力をお
願い申し上げます。ありがとうございました。

※紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

理事会だより第1回クラブ協議会❶
◆第2回定例理事会
　2016.7.22（金）14:00～　出席者10名

【報告事項】
１ ．夏祭りクリーン作戦の件
　⇒7/31（日）参加予定者16名
２ ．8/26（金）ガバナー公式訪問の件
　⇒会長幹事会　午前10:00～
　⇒桐陽高校ＩＡＣよりゲスト参加有（5名程度）

【議事】
１ ．8月例会プログラムの件　承認

8月12日 お盆休会

8月19日 会員増強・新クラブ結成推進月間
担当例会

8月26日 ガバナー公式訪問

9月2日 外部卓話 六車　由美様

２ ．次期会長指名委員会の件　承認　⇒9/23発表
３ ．満テーブル景品の件　承認
４ ．沼津4ＲＣ合同夜間例会の件　承認
５ ．9/30例会を休会とする件　承認されず
６ ．入会金の件（名称・金額・徴収方法の見直し）
　⇒特別委員会を設け話し合う

クラブ管理運営 リーダー　吉野　聖一
　石川会長の目指す職業奉仕の第一歩は「会員相互の
職業への理解」であると考えます。親睦活動を通じ積極
的な交流とコミュニケーションも相互理解につながりま
す。快適で活力あるクラブづくりは皆様一人ひとりのご
協力があってのことです。どうぞよろしくお願いします。
出席　皆様を笑顔でお迎えしてまいりますので、一年間
よろしくお願いいたします。①全ての会員に出席の必要
性を喚起②やむを得ず出席できない場合はメーキャッ
プをお願いする③新入会員やＲ歴の浅い会員に対して
は、クラブの各種会合への出席を勧奨する。
親睦　会員が積極的に参加できる例会及び事業を他委
員会と進めます。また沼津クラブの65周年事業にも積
極的に参加します。【業務】例会の受付・ゲストビジター
の接待及び案内・スマイル報告【事業計画】前会長、幹
事慰労会及び会長、幹事激励会・忘年家族会・65周
年事業・親睦研修旅行（職業奉仕委員会と合同）
会報　限られた紙面の中でより多くの情報をお届けでき
るよう努めてまいります。原稿を依頼することも多いと思
いますが、ご協力をお願いいたします。①年間計画、
各連絡事項、各委員会活動情報、その他報告事項を
掲載する②会員間の親睦が深められ、情報交換を行え
る紙面にする③記録紙としての紙面作りに取り組む。
プログラム　皆様のご協力をいただきながら、沼津Ｒ
Ｃの方針に沿って、魅力ある例会を目指し、参加型の
卓話を実施していきます。外部卓話の充実に加え、会
員の皆様にもリレー式卓話をお願いしようと計画してい
ます。活気があり、楽しめる例会になるように努めます
ので、よろしくお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営 吉野　聖一

ロータリーの
標語 　超我の奉仕



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3154回例会 2016.7.22

 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.4

　皆さん、こんにちは。本日は前島ガバナー補佐の期
首訪問であり、第1回目のクラブ協議会であります。各
委員長さんより報告をいただきますので、よろしくお願い
いたします。今年度の事業計画書を詳しく読ませていた
だきました。各委員長さんの意気込みが感じられる内容
です。事業内容によっては複数年かけて実施していかな
ければなりませんので、委員会によっては、委員長を複
数年お願いしました。毎年委員長さんが変わるとなかな
か前に進まない感じがしています。
　さて、1か月前になりますが、6月26日に峯村増強委
員長と会員増強セミナーに参加してきました。その際、
前島ガバナー補佐より、沼津は今年度何人増員しますか
という質問を受けまして、峯村委員長は控えめに2人と答
えましたが、本心は5名です。何とか沼津ＲＣを50人の
大台に乗せたいと考えています。日本でロータリーの会
員数が最も多かったのは、1996年11月末の13万人で、
2016年4月末では8万9千人であります。また沼津ＲＣ
では、1973-74年の79人、1983-84年の79人の2回
です。今年度、沼津ＲＣも、会員一人ひとりの魅力によ
って会員増強を図りたいと考えます。
　7月8日の例会終了後、峯尾青少年委員長と桐陽高校
にお伺いし、校長先生とインターアクトの顧問の先生に
お会いし、7月31日の夏祭りクリーン作戦への参加と、
インターアクトの生徒の沼津クラブの例会への参加を要
請し、8月26日のガバナー公式訪問の日に出席する方
向で調整しております。7月31日は、社会奉仕活動とし
ては夏祭りクリーン作戦がありますので、会員の皆様の
ご協力をお願いします。

ビジター  前島　正容君、望月　浩幸君（富士宮）、
 渡邉　妙子君（三島）、
 久松　　但君（沼津西）

他ＲＣ出席  服部君・石川（秀）君・渡邊（洋）君（7.19
沼津北）

欠席者（9名）
道前君、石川（秀）君、實石君、
金子君、長橋君、向坂君、白壁君、
内田君、渡邊（洋）君

45

43

36

83.72

93.02

8月5日（金）
　前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会
 （夜間例会18:00点鐘）

8月12日（金）　お盆休会
8月19日（金）
　会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

ガバナー補佐
期首訪問によせて
　  2016-17年度 静岡第3分区
 ガバナー補佐　　前島　正容

7月合計　47,000円
石川（三）君…本日は、前島ガバナー補佐ようこそ沼津
ＲＣにお越しくださいました。よろしくご指導をお願いし
ます。
峯尾君…①お誕生日のお祝いをいただきありがとうご
ざいます。②息子が結婚しました。ホッとしました。
森藤君…前島ガバナー補佐様、本日はよろしくお願いし
ます。1年間頑張ってください。
積君…前島ガバナー補佐、望月さん、本日は沼津クラ
ブにようこそおいでくださいました。
渡邉（雅）君…昨日は、高齢者講習会で清マキさんにお
世話になりました。
山口君…前島ガバナー補佐様、ようこそ！ご指導よろし
くお願いいたします。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…8/15（月）は裁量休会
　　　　　　　8/22（月）は8/26（金）に変更
　沼　津　西…8/11（木）は休日休会
　沼　津　北…8/16（火）は裁量休会
２ ．7/31（日）夏祭りクリーン作戦および駅前花壇清掃
　⇒ 中央公園4:45集合（雨天時実施有無は同報メール

にて連絡）
３ ．7/31（日）地区ロータリー財団セミナー
　⇒ 山本幹事　1名出席予定
４ ．7/30（土）～31（日）インターアクト第43回年次大
会＠静岡県西遠女子学園
　⇒峯尾青少年委員長・桐陽高校ＩＡＣ 参加予定
５ ．2016-17年度上期会費納入期日⇒7月末日まで
となっていますのでよろしくお願いします

　本日は、最初に生子Ｇからの伝達、次に貴クラブの
事業について、最後に私の考えなどをお話しいたします。
　まず、ジョンＦジャームＲＩ会長の指針をお読みくだ
さい。そして生子Ｇから10の目標【Ｒ戦略計画】が示さ
れました（後日、Ｇ公式訪問で詳細が語られます）。中
でも特に、①新たな組織について②広報・ＩＴ関係に
ついて③地区大会への参加④ＩＭ対応⑤ＲＩ会長賞へ
の挑戦とMy Rotaryの活用をお願いします。
　次に沼津ＲＣの諸事業について、「千本をよくする会」
の千本清掃をはじめとした清掃活動や、昨年度の桐陽
高校ＩＡＣ設立などの活動、また、会員一人ひとりが
Ｒ活動に関心を持ち、「全員参加のＲ活動」を目標とす
ることや、創立65周年記念式典の開催など、素晴らし
い事業の実践に心から敬意を表します。地域や団体と
の連携は困難がつきまとうと思いますが、こうした事業
を通じて会員同士の連帯を深めてください。
　結びに、私からひと言申し上げます。Ｒは出会いから
始まります。沼津ＲＣ例会では本年度「笑顔で迎える」こ
のフレーズの重みは大変素晴らしく、Ｒ活動の原点で
はないでしょうか。さて、最近「時代の変化」が著しいで
すが、同時にＲも変わらねばなりません。4月の「規定
審議会」はその片鱗です。クラブに大きな裁量権限が移
りました。各クラブの身の丈にあった有意義な方向に
進めてください。また、①会員増強・維持②Ｒ財団へ
の協力③ＩＴの推進④ＩＭ参加をお願いします。
　以上、今後とも当2620地区へのご指導とご協力をお
願い申し上げます。ありがとうございました。

※紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

理事会だより第1回クラブ協議会❶
◆第2回定例理事会
　2016.7.22（金）14:00～　出席者10名

【報告事項】
１ ．夏祭りクリーン作戦の件
　⇒7/31（日）参加予定者16名
２ ．8/26（金）ガバナー公式訪問の件
　⇒会長幹事会　午前10:00～
　⇒桐陽高校ＩＡＣよりゲスト参加有（5名程度）

【議事】
１ ．8月例会プログラムの件　承認

8月12日 お盆休会

8月19日 会員増強・新クラブ結成推進月間
担当例会

8月26日 ガバナー公式訪問

9月2日 外部卓話 六車　由美様

２ ．次期会長指名委員会の件　承認　⇒9/23発表
３ ．満テーブル景品の件　承認
４ ．沼津4ＲＣ合同夜間例会の件　承認
５ ．9/30例会を休会とする件　承認されず
６ ．入会金の件（名称・金額・徴収方法の見直し）
　⇒特別委員会を設け話し合う

クラブ管理運営 リーダー　吉野　聖一
　石川会長の目指す職業奉仕の第一歩は「会員相互の
職業への理解」であると考えます。親睦活動を通じ積極
的な交流とコミュニケーションも相互理解につながりま
す。快適で活力あるクラブづくりは皆様一人ひとりのご
協力があってのことです。どうぞよろしくお願いします。
出席　皆様を笑顔でお迎えしてまいりますので、一年間
よろしくお願いいたします。①全ての会員に出席の必要
性を喚起②やむを得ず出席できない場合はメーキャッ
プをお願いする③新入会員やＲ歴の浅い会員に対して
は、クラブの各種会合への出席を勧奨する。
親睦　会員が積極的に参加できる例会及び事業を他委
員会と進めます。また沼津クラブの65周年事業にも積
極的に参加します。【業務】例会の受付・ゲストビジター
の接待及び案内・スマイル報告【事業計画】前会長、幹
事慰労会及び会長、幹事激励会・忘年家族会・65周
年事業・親睦研修旅行（職業奉仕委員会と合同）
会報　限られた紙面の中でより多くの情報をお届けでき
るよう努めてまいります。原稿を依頼することも多いと思
いますが、ご協力をお願いいたします。①年間計画、
各連絡事項、各委員会活動情報、その他報告事項を
掲載する②会員間の親睦が深められ、情報交換を行え
る紙面にする③記録紙としての紙面作りに取り組む。
プログラム　皆様のご協力をいただきながら、沼津Ｒ
Ｃの方針に沿って、魅力ある例会を目指し、参加型の
卓話を実施していきます。外部卓話の充実に加え、会
員の皆様にもリレー式卓話をお願いしようと計画してい
ます。活気があり、楽しめる例会になるように努めます
ので、よろしくお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営 リーダー　クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営 吉野　聖一

ロータリーの
標語 　超我の奉仕


