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　皆さん、こんにちは。本日は第3分区前島ガバナー補
佐の期末訪問であり、私の年度の最後のクラブ協議会で
30分延長です。常任委員長、各小委員長さんに後ほど
ご発表していただきますので、よろしくお願いします。
　一年間無事に運営できますのも、沼津ＲＣのメンバー
全員と各委員長様のご協力とご尽力の賜物と心より感謝
申し上げます。一年間ありがとうございました。
　私の年度は、会員一人ひとりがロータリー活動に参加
し、「全員参加のロータリー活動をしよう」を目標にしてき
ました。沼津ＲＣ創立65周年の記念事業も、メンバー
全員の皆様のご協力により無事終了できました。
　毎月第2週目をリレートークの日と決め、入会の古い
順にリレートークをお願いしました。皆さん快くお受けい
ただき、先輩ロータリアンの貴重な卓話を聞くことができ、
とても勉強になりました。また、誕生日のスピーチもお願
いし、皆さん快く引き受けていただき感謝します。メンバー
全員の出番を多くしようと考えたものです。
　会員増強では、5月に1名入会が決まりとても嬉しく思
います。沼津ＲＣ始まって以来の親子ロータリアンの誕
生です。渡辺さん親子に続いて沢山の親子ロータリアン
が誕生するように魅力ある沼津ＲＣにしていかなければ
ならない、と改めて感じています。
　また、ＲＩ規定審議会における標準ロータリークラブ
定款の改定を受けて、沼津ＲＣでも例会の回数や入会金
に関する細則の審議委員会を開催し、検討させていただ
きました。例会の回数では、年4回の裁量休会とは別に、
その週に祝日がある週の例会も休会にすることができ、
吉野年度から適用し、次年度は例会回数が40回前後に
なる予定です。それに合わせて会費の変更も検討してい
るところです。一年間、大変お世話になりました。

ゲスト  前島　正容様、佐野　和義様（富士宮）
 渡邉　真司様

ビジター  伊藤　　毅君（沼津柿田川）

他ＲＣ出席  藤田君・金子君・大熊君（5.15沼津柿
田川）、吉野君（5.15補助金プロジェクト
検討会）、積君（5.17長泉）

欠席者（6名）
藤田君、髙地君、村上君、能見君、
大熊君、渡邉（秀）君
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5月26日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　上田　貴彦君

会員誕生日　道前　　勇君、山口　和一君、
　　　　　　細澤　哲哉君
結婚記念日　積　　惟貞君

6月2日（金）
　Ｒ親睦活動月間担当例会

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

東君…財団委員長です。財団年次寄付について、
残り2ヶ月です。お忘れの会員につきまして、ご協力
お願いいたします。
石川（秀）君…先週は野際さんに無理を聞いていただ
き、楽しいテーブル会ができました。出席いただきあ
りがとうございました。また例会は欠席でごめんなさい。
石川（三）君…前島ガバナー補佐様、本日は沼津Ｒ
Ｃにお越しいただきありがとうございます。よろしく
お願いします。
野際君…Ｄテーブルの皆さんには、大変お世話に
なり、ありがとうございました。
奥村君…①大村愛美さんに社会保険の手続きで大
変お世話になりました。②渡邉真司さん、心より歓
迎します。次週の例会を楽しみにしています。
積君…前島ガバナー補佐と佐野さん、1年間お疲れ
様でした。
渡辺（芳）君…次週26日、息子が入会します。親子
共 よ々ろしく。
山口君…前島ガバナー補佐、佐野パスト会長、よ
うこそ！そして一年間ご苦労様でした。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…5/29（月）は5/28（日）に変更
　富　　　士…5/31（水）は特別休会
　　　　　　　6/7（水）は宿泊例会
　　　　　　　6/21（水）は特別休会
　富士山吉原…6/15（木）は特別休会
　　　　　　　6/29（木）は夜間例会
 会長幹事慰労会
　富　士　宮…6/26（月）は夜間例会
 会長幹事慰労会
　新　富　士…6/27（火）は6/24（土）期末例会
２ ．6/2（金）第4回被選理事・役員・小委員長会議
　⇒出欠回答は事務局へご提出ください
３ ．受付にて、スタッフベストのサイズ（L～XXL）
をご記入ください

第3回クラブ協議会❶
クラブ管理運営 リーダー　吉野　聖一
　クラブ管理運営の小委員会、皆様の足並みを揃
えて行動してまいりました。ご協力に感謝します。来
週は楽しい親睦研修旅行も企画されていますので、
一年の締めくくりとして有意義に過ごせますようご理
解とご協力をお願いします。
出席　4/28例会まで、出席100％達成が合計3回
ありました。ご協力ありがとうございました。あと1
人で100％達成ができた例会が9回ありました。出
席委員一同笑顔でお出迎えをいたしますので、さら
なる皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
親睦　10月に逝去された内田委員長の、クリスマ
ス家族例会へのご遺志は「役職が上だからといって
豪華な景品を出さねばならないような慣習はやめた
い」でした。そこで、「常識の範囲内かつ皆さん同じ
くらいの金額のもの」を募った結果、多くの方が気
持ち良くご協力くださり、楽しく盛り上がる家族忘年
会になりました。5/24には職業奉仕と合同で研修
旅行がありますので、よろしくお願いいたします。今
まで協力してくださった方々に感謝申し上げます。
会報　なるべく欠席しないよう努めてまいりました。
写真の撮影は大変でしたが、カメラを新しくしてい
ただいたお蔭で安心して撮れることを嬉しく思いま
す。1年間、ご協力ありがとうございました。
プログラム　沼津ＲＣ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ました。外
部卓話の充実に加え、会員の皆様にもリレー式卓
話をしていただきました。ご協力いただいた皆様に
感謝申し上げます。

広報 リーダー　森藤　恵二

　広報は、広報・雑誌委員会の2委員会で構成され
ております。両委員会と連携を密に行い、ＲＣの奉
仕活動を、広く地域の皆様にご理解していただくこ
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とを重点として活動を行いました。ご協力いただい
た新聞社をはじめ、会員の皆様に感謝いたします。
広報・雑誌　【広報】ＲＣに関する情報を一般の
人々に広め、理解していただけるよう引き続き努力
します。【雑誌】従来の方針を継続し、「Ｒの友」に
対する関心を喚起するため引き続き努力します。

会員維持増強 リーダー　實石　　学
　期首45名から始まり現在44名、来週1名の会員
を迎え45名という状況です。目標50名に向け頑張っ
ていますが厳しい現状です。会員などからの情報を
もとに勧誘をしていきたいと考えます。会員の維持
にも努めていきますのでよろしくお願いいたします。
会員選考　本委員会の任務は、本クラブへの入会
希望者が会員として適格であるか否かを調査し、そ
の結果を理事会に報告することであります。本日一
名入会希望者があり、その方は本クラブ会員のご
子息で、後継者として立派にご活躍されている方な
ので、適格と認め理事会に報告いたします。
Ｒ情報　本日午前、今年度第一号となります入会
希望者に対し、会長立会いのもと面談を行い、ＲＣ
の情報をできるだけ分かりやすく提供し、メークアッ
プ方法、各行事への出席義務、テーブル会にできる
だけ出席し親睦を深め、一日も早くＲＣに溶け込む
よう説明しました。最新のＲ情報に関しては特に緊
急を要する事案は無いとのことで、行っておりません。
会員増強　積先生と奥村さんのお計らいもあり、渡
辺芳彦さんのご子息をお迎えすることができ、会員
50名以下で純増1名以上という地区目標をクリアで
きそうです。退会者については4割が6月に退会す
るとのことで、既存会員の方には魔の6/30にならな
いよう引き続きご協力をお願いしたいと思います。
職業分類　会員の減少により空白は変わらず、目
立っています。会員増強に伴い、活発な活動ができ
ることを願います。
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ロータリーの標語

超我の奉仕
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名入会希望者があり、その方は本クラブ会員のご
子息で、後継者として立派にご活躍されている方な
ので、適格と認め理事会に報告いたします。
Ｒ情報　本日午前、今年度第一号となります入会
希望者に対し、会長立会いのもと面談を行い、ＲＣ
の情報をできるだけ分かりやすく提供し、メークアッ
プ方法、各行事への出席義務、テーブル会にできる
だけ出席し親睦を深め、一日も早くＲＣに溶け込む
よう説明しました。最新のＲ情報に関しては特に緊
急を要する事案は無いとのことで、行っておりません。
会員増強　積先生と奥村さんのお計らいもあり、渡
辺芳彦さんのご子息をお迎えすることができ、会員
50名以下で純増1名以上という地区目標をクリアで
きそうです。退会者については4割が6月に退会す
るとのことで、既存会員の方には魔の6/30にならな
いよう引き続きご協力をお願いしたいと思います。
職業分類　会員の減少により空白は変わらず、目
立っています。会員増強に伴い、活発な活動ができ
ることを願います。
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