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 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.42

　皆さん、こんにちは。本日は渡邉真司君の入会式です。
沼津ＲＣ始まって以来の親子ロータリアンの誕生です。
2620地区でも数少ない親子ロータリアンの誕生だと思
います。これからも、自分の時だけ良ければよいのでは
なく、自分の子供も入れたくなるようなロータリー活動を
していくことが大切だと思います。
　今日は、最近読んだ本を紹介します。マッキンゼーに
勤務していた伊賀泰代さんの『生産性』（ダイヤモンド社）
という本です。大変な読書家で知られているメットライフ
生命の社長さんがテレビで紹介して、知りました。日本
経済は、今後すべての産業で労働力不足が深刻化し、
大きな社会問題化していきます。25年後には年間100万
人もの人口減少が始まり、これは、外国人労働者や移民
でカバーできる規模ではないし、また女性や高齢者の就
業率を少々上げて解決できる問題でもないとのことです。
私たち介護現場でもすでに深刻な介護労働力不足に悩
んでおり、外国人労働者や女性・高齢者の就業率を上
げて何とか解決しようとしていますが、これもいずれ限界
があると言えます。
　これからの企業に求められるのは、すべての人が希望
するワークスタイルを実現できるよう支援することです。
時短勤務や在宅勤務も子育てや介護中の社員だけでな
く、あらゆる社員に認められる制度とすることが目標とす
べき方向であります。
　製造業における生産性の向上とともに非製造業におけ
る生産性の向上を実現していくことです。生産性を上げ
るための二つの方法は、「成果を上げること」と「投入資
源量を減らすこと」であり、さらにそれぞれを達成するた
めの手段として、「改善」と「革新」という二つのアプロー
チが存在する。つまり生産性を上げる方法は、全部で四
種類存在するとのことです。改善による投入資源の削減、
革新による投入資源の削減、改善による付加価値額の
増加、革新による付加価値額の増加です。皆さんの会
社でもこの四つの方法を考えてみてください。

他ＲＣ出席 	石川（秀）君（5.25沼津西）

欠席者（7名）
道前君、金子君、北澤君、楠木君、	
三好君、渡辺（好）君、渡邉（秀）君
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　イニシエーションスピーチ
	 会　員　　大熊　宏幸君
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イニシエーションスピーチ
	 会　員　　上田　貴彦君

卓話

　昨年7月に入会させていただいた、ウエダ歯科
の上田です。昭和37年2月に地元の平町に生まれ、
沼津東を卒業し、一年後の昭和56年に歯科医師を
目指して、北海道大学歯学部に入学しました。
　入学する前は、歯科というと虫歯の治療のイメー
ジしかなかったのですが、入学後のガイダンスでガ
ンの治療や形成外科とチームを組んで口蓋裂の治
療を行っていると聞き、口の内外を診ていかなけれ
ばいけない仕事だと知りました。
　北大では、2年間は教養課程として他の学部生と
一緒に一般教養を勉強し、3年から歯学部にて専
門課程を勉強します。解剖実習もあり、マネキンを
使った実習を経て、5年生の後期から実際の患者さ
んの治療を行います。
　卒業後国家試験を受けて、昭和62年晴れて歯科
医師になりました。勉強以外では学生時代はボート
部に入り、茨戸という場所で練習していました。
　シーズン中は合宿があり、合宿中は朝5時に起き
て朝練をして学校に行き、放課後も練習する生活を
していました。授業中は眠くて、辛かったのを覚え
ています。
　卒業後は、先輩の歯科医院で札幌と神奈川県伊
勢原で4年ほど勤務医をして、実家にて平成2年8
月に開業しました。現在はスタッフ5名とともに頑
張っております。10年前にニューヨーク大学の歯学
部で最新の歯科治療を学ぶべく留学する機会があ
り、病院を1週間休診し、2年間でトータル1か月間
ニューヨークに行ってきました。時差が14時間あり、
体が慣れてくる頃には日本に帰ることを4回繰り返し
ました。ニューヨークでは、映画やテレビで見る光
景が目の前にあり、いろんな人種の方々がいっぱ
いいて、さすが大都会だと興奮したのを覚えています。
　今年3月末に、かみ合わせの国際学会に発表す
るため、ブエノスアイレスに行ってきました。季節は
反対でこれから冬に向かいます。ちょうど日本から
見て地球の反対側にあり、ヒューストン経由でトー
タル30時間かかりました。思っていたより遠かった
のですが、学会もアフターも十分楽しんできました。
今後仕事にも、仕事以外にも頑張っていきます。ま
だまだ未熟な私ですが、先輩方を見習い精進して
いきますので、今後とも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。

5月合計　21,000円
石川（三）君…渡邉真司君、ようこそ。沼津ＲＣに
入会していただき、ありがとうございます。よろしく
お願いします。
村上君…結婚記念日のお祝いの品、ありがとうご
ざいました。
奥村君…新会員渡邉真司君をよろしくお願いします。
親子で仲良く頑張ってください。
積君…渡邉真司さんをよろしくお願いします。
塚本君・清君…5/24のバス研修旅行は15名で楽
しく行ってきました。目の前を500km/hで走るリニ
アモーターカーは圧巻でした。皆様のご協力に感
謝いたします。
渡邉（雅）君…渡邉真司君、入会おめでとう。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　　　士…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 ．5/24（水）日帰り研修バス旅行　⇒15名参加
３ ．受付にて、スタッフベストのサイズをご記入く

ださい
４ ．6/4（日）「千本をよくする会」千本公園清掃奉仕
　⇒午前9:00～	千本公園八角池前集合・雨天中止
５ ．6月のロータリーレート　1ドル＝110円

第3回クラブ協議会❷
奉仕プロジェクト リーダー　細澤　哲哉
　各委員会の委員長それぞれ活発に活動していた
だきました。日々のロータリー活動はもとより日常の
活動において、各自が奉仕の精神に基づいた行動
を行っていくことが、奉仕プロジェクトの目指す方
向だと考えます。皆様方のご協力に感謝いたします。
青少年　桐陽高校ＩＡＣを中心として活動しました。
7/30・31ＩＡＣ年次大会に桐陽高校生徒4名と顧
問の野呂瀬先生と参加しました。8/26桐陽高校生
徒3名と野呂瀬先生が例会を訪問してくださいまし
た。10/30指導者講習会には日程の都合で生徒の
参加はできませんでしたが、沼津商業高校の顧問
先生が参加されたようです。11/20地区大会へも生
徒の参加はできませんでした。6/18沼津市で開催
される静岡県ホタルサミットのお手伝いに沼津地区
4つのＩＡＣが参加する予定です。ＩＡＣ同士で横
の繋がりができる第一歩となればと考えています。
職業奉仕　職業奉仕の再度理解のための報告発
表をしました。5/24日帰り研修旅行（山梨・リニア
モーター見学センター）を親睦委員会とともに計画
しています。会員の職場見学を移動例会とともに計
画をしておりますが来期になりそうなので、次期委
員長に引き継ぎ皆様の事業奉仕活動の理解を深め
ていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。
社会奉仕　7/31（日）夏まつりクリーン作戦に16名
参加、10/16（日）再生サッカーボール事業に5名
参加、11/20（日）地区大会での社会奉仕に関する
記念講演会に18名が参加しました。今後もクラブ
内の活動である千本浜公園、駅前花壇の清掃を誠
実に実行していきたいと思いますので、皆様の変わ
らぬご協力をよろしくお願いいたします。
国際奉仕　国際奉仕は、互いの国の国際理解・親
睦・平和推進を目指し、主に発展途上国への支援
活動を行います。Ｒ財団の地区補助金、グローバ
ル補助金の活用でクラブ単独ではなく分区内や近
隣クラブとの連携で実現したいと考えておりました
が、実現できていません。引き続きＲ友情交換事業
の周知・案内を推進しております。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　ＲＩ財団設立100周年を迎えるにあたり、寄付金
集めや、未来の夢計画実行にかなりの圧力をかけ
てきているように感じます。当クラブは、現時点で寄
付目標達成率はまずまずと思いますが、目標100％
達成に向け皆さんのご協力よろしくお願いします。
Ｒ財団　年次寄付上期分28名・431,600円で地
区目標達成率は金額59.45％、人数63％です。未だ
ご寄付をされていない方は6月末までに16,000円
をお願いします。11/4にＲ財団月間に寄せての卓
話を行い啓蒙活動を行いました。地区補助金事業と
して「ミルキーウェイ」の活動支援のため「スヌーズ
レン」の機材一式の寄贈式を行いました。Ｒカード
の加入は現在8名です。引き続きご加入お願いします。
米山　米山記念奨学会の地区目標は1人16,000
円/年です。5/10現在、人数27名61.36％、金額
486,000円69.03％。個人・クラブ合計732,000
円集まっています。また米山功労者4名の表彰、12
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財団プロジェクト リーダー　道前　　勇

◆第12回定例理事会
　2017.5.26（金）13:30～　出席者11名

【議事】
１ ．6月例会プログラムの件　承認

6月9日 イニシエーションスピーチ
	 会　員　　大熊　宏幸君

6月16日 グローバル補助金事業
「スリランカ・水と衛生支援」
	 三島ＲＣ副会長　　高原　敏廣君

6月23日 正副会長・幹事退任挨拶

6月30日 裁量休会

7月7日 正副会長・幹事就任挨拶

２ ．7-9月テーブル編成の件　承認・別紙のとおり
３ ．沼津ＲＣ社会奉仕委員会より『千本をよくす

る会』へ助成金の件　承認
　⇒￥90,000（45名×￥2,000）
４ ．次年度委員会編成・次年度慶事記念品の件
　	 承認・別紙のとおり
５ ．スタッフベストの件　承認
６ ．新会員渡邉真司君の件　承認
　⇒出席委員会　緊急連絡：A-3　会員増強：3組

月には米山功労クラブ表彰を受けています。米山
梅吉記念館へ沼津ＲＣ創立65周年事業として
100,000円を寄付、賛助会員会費を42名分
126,000円納めています。まだ寄付されていない
皆様のご理解・ご協力をお願いし100％の納入を
目指すものであります。よろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーは、会長を補佐し、年次目
標の達成を支援するとともに、Ｒ活動を活性化する
ためのきっかけ作りをサポートする。今年度は「Ｒの
魅力と未来」についてのアンケート調査を実施、現
在集計中であるが、結果がまとまり次第正副会長・
幹事および会長予定者の方々の出席を得て「クラブ
リーダー会議」を開催、沼津ＲＣの将来像、運営、
クラブ活性化等について活発な意見交換を行う予
定である。【今年度事業計画についての分析】①ク
ラブ目標の分析、評価：〈管理運営〉伝統に基づき
的確に実施〈会員増強〉3名入会、1名退会、純増
2名。②新会員研修の実施：〈地区開催〉参加者が
少なく今後の課題〈クラブで〉事業はなし。例会、テー
ブル会等で新会員に声掛けを依頼。③Ｒ情報の提
供：会長挨拶の中で適宜提供された【今後の課題】
①会員増強：沼津ＲＣ存続のためにも会員増強と
退会防止は必須であり、50名目標達成のためにも
全会員が意識を持って取り組んでいくことが必要。
②管理運営：今回の規定審議会での決議事項によ
りＲＣも大きく変わろうとしており、沼津ＲＣとしての
将来像について議論する必要がある。

ＳＡＡ 山口　和一
　気品と風紀を守り、円滑な例会運営を心がけて、
事業を推進しました。例会進行では、会長、幹事、親
睦・出席委員会などとの連携が大切で、事前に確認・
打ち合わせを行い、おおむね順調に例会進行がで
きました。会員相互の親睦をより一層深めていただく
ため、できるだけ異なるメンバーで構成されるよう
テーブル編成を工夫しました。欠席者や座席の変更
など、臨機応変にご対応いただいたリバーサイドホ
テルのスタッフの皆様に感謝とお礼を申し上げます。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 山口　和一

理事会だより

四つのテスト
－ 言行はこれに照らしてから －
Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか

渡
わた

邉
なべ

　真
しん

司
じ

 君
（積君・奥村君紹介）

新会員紹介

【クラブ細則改定】第6条第2節（クラブ入会金
および会費）について改定がありました。
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ジしかなかったのですが、入学後のガイダンスでガ
ンの治療や形成外科とチームを組んで口蓋裂の治
療を行っていると聞き、口の内外を診ていかなけれ
ばいけない仕事だと知りました。
　北大では、2年間は教養課程として他の学部生と
一緒に一般教養を勉強し、3年から歯学部にて専
門課程を勉強します。解剖実習もあり、マネキンを
使った実習を経て、5年生の後期から実際の患者さ
んの治療を行います。
　卒業後国家試験を受けて、昭和62年晴れて歯科
医師になりました。勉強以外では学生時代はボート
部に入り、茨戸という場所で練習していました。
　シーズン中は合宿があり、合宿中は朝5時に起き
て朝練をして学校に行き、放課後も練習する生活を
していました。授業中は眠くて、辛かったのを覚え
ています。
　卒業後は、先輩の歯科医院で札幌と神奈川県伊
勢原で4年ほど勤務医をして、実家にて平成2年8
月に開業しました。現在はスタッフ5名とともに頑
張っております。10年前にニューヨーク大学の歯学
部で最新の歯科治療を学ぶべく留学する機会があ
り、病院を1週間休診し、2年間でトータル1か月間
ニューヨークに行ってきました。時差が14時間あり、
体が慣れてくる頃には日本に帰ることを4回繰り返し
ました。ニューヨークでは、映画やテレビで見る光
景が目の前にあり、いろんな人種の方々がいっぱ
いいて、さすが大都会だと興奮したのを覚えています。
　今年3月末に、かみ合わせの国際学会に発表す
るため、ブエノスアイレスに行ってきました。季節は
反対でこれから冬に向かいます。ちょうど日本から
見て地球の反対側にあり、ヒューストン経由でトー
タル30時間かかりました。思っていたより遠かった
のですが、学会もアフターも十分楽しんできました。
今後仕事にも、仕事以外にも頑張っていきます。ま
だまだ未熟な私ですが、先輩方を見習い精進して
いきますので、今後とも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。

5月合計　21,000円
石川（三）君…渡邉真司君、ようこそ。沼津ＲＣに
入会していただき、ありがとうございます。よろしく
お願いします。
村上君…結婚記念日のお祝いの品、ありがとうご
ざいました。
奥村君…新会員渡邉真司君をよろしくお願いします。
親子で仲良く頑張ってください。
積君…渡邉真司さんをよろしくお願いします。
塚本君・清君…5/24のバス研修旅行は15名で楽
しく行ってきました。目の前を500km/hで走るリニ
アモーターカーは圧巻でした。皆様のご協力に感
謝いたします。
渡邉（雅）君…渡邉真司君、入会おめでとう。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　　　士…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 ．5/24（水）日帰り研修バス旅行　⇒15名参加
３ ．受付にて、スタッフベストのサイズをご記入く

ださい
４ ．6/4（日）「千本をよくする会」千本公園清掃奉仕
　⇒午前9:00～	千本公園八角池前集合・雨天中止
５ ．6月のロータリーレート　1ドル＝110円

第3回クラブ協議会❷
奉仕プロジェクト リーダー　細澤　哲哉
　各委員会の委員長それぞれ活発に活動していた
だきました。日々のロータリー活動はもとより日常の
活動において、各自が奉仕の精神に基づいた行動
を行っていくことが、奉仕プロジェクトの目指す方
向だと考えます。皆様方のご協力に感謝いたします。
青少年　桐陽高校ＩＡＣを中心として活動しました。
7/30・31ＩＡＣ年次大会に桐陽高校生徒4名と顧
問の野呂瀬先生と参加しました。8/26桐陽高校生
徒3名と野呂瀬先生が例会を訪問してくださいまし
た。10/30指導者講習会には日程の都合で生徒の
参加はできませんでしたが、沼津商業高校の顧問
先生が参加されたようです。11/20地区大会へも生
徒の参加はできませんでした。6/18沼津市で開催
される静岡県ホタルサミットのお手伝いに沼津地区
4つのＩＡＣが参加する予定です。ＩＡＣ同士で横
の繋がりができる第一歩となればと考えています。
職業奉仕　職業奉仕の再度理解のための報告発
表をしました。5/24日帰り研修旅行（山梨・リニア
モーター見学センター）を親睦委員会とともに計画
しています。会員の職場見学を移動例会とともに計
画をしておりますが来期になりそうなので、次期委
員長に引き継ぎ皆様の事業奉仕活動の理解を深め
ていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。
社会奉仕　7/31（日）夏まつりクリーン作戦に16名
参加、10/16（日）再生サッカーボール事業に5名
参加、11/20（日）地区大会での社会奉仕に関する
記念講演会に18名が参加しました。今後もクラブ
内の活動である千本浜公園、駅前花壇の清掃を誠
実に実行していきたいと思いますので、皆様の変わ
らぬご協力をよろしくお願いいたします。
国際奉仕　国際奉仕は、互いの国の国際理解・親
睦・平和推進を目指し、主に発展途上国への支援
活動を行います。Ｒ財団の地区補助金、グローバ
ル補助金の活用でクラブ単独ではなく分区内や近
隣クラブとの連携で実現したいと考えておりました
が、実現できていません。引き続きＲ友情交換事業
の周知・案内を推進しております。

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇
　ＲＩ財団設立100周年を迎えるにあたり、寄付金
集めや、未来の夢計画実行にかなりの圧力をかけ
てきているように感じます。当クラブは、現時点で寄
付目標達成率はまずまずと思いますが、目標100％
達成に向け皆さんのご協力よろしくお願いします。
Ｒ財団　年次寄付上期分28名・431,600円で地
区目標達成率は金額59.45％、人数63％です。未だ
ご寄付をされていない方は6月末までに16,000円
をお願いします。11/4にＲ財団月間に寄せての卓
話を行い啓蒙活動を行いました。地区補助金事業と
して「ミルキーウェイ」の活動支援のため「スヌーズ
レン」の機材一式の寄贈式を行いました。Ｒカード
の加入は現在8名です。引き続きご加入お願いします。
米山　米山記念奨学会の地区目標は1人16,000
円/年です。5/10現在、人数27名61.36％、金額
486,000円69.03％。個人・クラブ合計732,000
円集まっています。また米山功労者4名の表彰、12

細澤　哲哉リーダー　奉仕プロジェクト 細澤　哲哉リーダー　奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト 細澤　哲哉リーダー　リーダー　奉仕プロジェクト 細澤　哲哉細澤　哲哉細澤　哲哉リーダー　奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト 細澤　哲哉細澤　哲哉リーダー　奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト 細澤　哲哉細澤　哲哉奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト

財団プロジェクト リーダー　道前　　勇

◆第12回定例理事会
　2017.5.26（金）13:30～　出席者11名

【議事】
１ ．6月例会プログラムの件　承認

6月9日 イニシエーションスピーチ
	 会　員　　大熊　宏幸君

6月16日 グローバル補助金事業
「スリランカ・水と衛生支援」
	 三島ＲＣ副会長　　高原　敏廣君

6月23日 正副会長・幹事退任挨拶

6月30日 裁量休会

7月7日 正副会長・幹事就任挨拶

２ ．7-9月テーブル編成の件　承認・別紙のとおり
３ ．沼津ＲＣ社会奉仕委員会より『千本をよくす

る会』へ助成金の件　承認
　⇒￥90,000（45名×￥2,000）
４ ．次年度委員会編成・次年度慶事記念品の件
　	 承認・別紙のとおり
５ ．スタッフベストの件　承認
６ ．新会員渡邉真司君の件　承認
　⇒出席委員会　緊急連絡：A-3　会員増強：3組

月には米山功労クラブ表彰を受けています。米山
梅吉記念館へ沼津ＲＣ創立65周年事業として
100,000円を寄付、賛助会員会費を42名分
126,000円納めています。まだ寄付されていない
皆様のご理解・ご協力をお願いし100％の納入を
目指すものであります。よろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーは、会長を補佐し、年次目
標の達成を支援するとともに、Ｒ活動を活性化する
ためのきっかけ作りをサポートする。今年度は「Ｒの
魅力と未来」についてのアンケート調査を実施、現
在集計中であるが、結果がまとまり次第正副会長・
幹事および会長予定者の方々の出席を得て「クラブ
リーダー会議」を開催、沼津ＲＣの将来像、運営、
クラブ活性化等について活発な意見交換を行う予
定である。【今年度事業計画についての分析】①ク
ラブ目標の分析、評価：〈管理運営〉伝統に基づき
的確に実施〈会員増強〉3名入会、1名退会、純増
2名。②新会員研修の実施：〈地区開催〉参加者が
少なく今後の課題〈クラブで〉事業はなし。例会、テー
ブル会等で新会員に声掛けを依頼。③Ｒ情報の提
供：会長挨拶の中で適宜提供された【今後の課題】
①会員増強：沼津ＲＣ存続のためにも会員増強と
退会防止は必須であり、50名目標達成のためにも
全会員が意識を持って取り組んでいくことが必要。
②管理運営：今回の規定審議会での決議事項によ
りＲＣも大きく変わろうとしており、沼津ＲＣとしての
将来像について議論する必要がある。

ＳＡＡ 山口　和一
　気品と風紀を守り、円滑な例会運営を心がけて、
事業を推進しました。例会進行では、会長、幹事、親
睦・出席委員会などとの連携が大切で、事前に確認・
打ち合わせを行い、おおむね順調に例会進行がで
きました。会員相互の親睦をより一層深めていただく
ため、できるだけ異なるメンバーで構成されるよう
テーブル編成を工夫しました。欠席者や座席の変更
など、臨機応変にご対応いただいたリバーサイドホ
テルのスタッフの皆様に感謝とお礼を申し上げます。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 山口　和一

理事会だより

四つのテスト
－ 言行はこれに照らしてから －
Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか

渡
わた

邉
なべ

　真
しん

司
じ

 君
（積君・奥村君紹介）

新会員紹介

【クラブ細則改定】第6条第2節（クラブ入会金
および会費）について改定がありました。
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　皆さん、こんにちは。本日は渡邉真司君の入会式です。
沼津ＲＣ始まって以来の親子ロータリアンの誕生です。
2620地区でも数少ない親子ロータリアンの誕生だと思
います。これからも、自分の時だけ良ければよいのでは
なく、自分の子供も入れたくなるようなロータリー活動を
していくことが大切だと思います。
　今日は、最近読んだ本を紹介します。マッキンゼーに
勤務していた伊賀泰代さんの『生産性』（ダイヤモンド社）
という本です。大変な読書家で知られているメットライフ
生命の社長さんがテレビで紹介して、知りました。日本
経済は、今後すべての産業で労働力不足が深刻化し、
大きな社会問題化していきます。25年後には年間100万
人もの人口減少が始まり、これは、外国人労働者や移民
でカバーできる規模ではないし、また女性や高齢者の就
業率を少々上げて解決できる問題でもないとのことです。
私たち介護現場でもすでに深刻な介護労働力不足に悩
んでおり、外国人労働者や女性・高齢者の就業率を上
げて何とか解決しようとしていますが、これもいずれ限界
があると言えます。
　これからの企業に求められるのは、すべての人が希望
するワークスタイルを実現できるよう支援することです。
時短勤務や在宅勤務も子育てや介護中の社員だけでな
く、あらゆる社員に認められる制度とすることが目標とす
べき方向であります。
　製造業における生産性の向上とともに非製造業におけ
る生産性の向上を実現していくことです。生産性を上げ
るための二つの方法は、「成果を上げること」と「投入資
源量を減らすこと」であり、さらにそれぞれを達成するた
めの手段として、「改善」と「革新」という二つのアプロー
チが存在する。つまり生産性を上げる方法は、全部で四
種類存在するとのことです。改善による投入資源の削減、
革新による投入資源の削減、改善による付加価値額の
増加、革新による付加価値額の増加です。皆さんの会
社でもこの四つの方法を考えてみてください。

他ＲＣ出席 	石川（秀）君（5.25沼津西）

欠席者（7名）
道前君、金子君、北澤君、楠木君、	
三好君、渡辺（好）君、渡邉（秀）君

45

45

38

84.44

95.45

6月2日（金）
　団欒例会

会員誕生日　塚本　和弘君

6月9日（金）
　イニシエーションスピーチ
	 会　員　　大熊　宏幸君
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沼津ＲＣ理事・役員・委員会編成表
理　　　事 役　　　員

理　　　事 吉野　聖一 会　　長 吉野　聖一

理　　　事 石川　三義 直前会長 石川　三義

理　　　事 細澤　哲哉 副 会 長 細澤　哲哉

理　　　事 渡邉　雅昭 幹　　事 村上　綾一

理　　　事 山口　和一 副 幹 事 大村　愛美

理　　　事 森藤　恵二 会　　計 山口　和一

理　　　事 東　　宗徳 副 会 計 奥村　茂春

理　　　事 實石　　学 Ｓ Ａ Ａ 渡辺　好司

理　　　事 渡邊洋二郎 副ＳＡＡ 大熊　宏幸

理　　　事 村上　綾一 親睦活動 大友　保志

プログラム 三好　勝晴

常任委員会 小委員会 委員長 副委員長 委　　　　員

クラブ管理運営	
細澤　哲哉

出　　　席 向坂　義次 金子　曉生
髙地　尚之 北澤　誠司

親　　　睦 大友　保志 上田　貴彦
能見　哲理 渡邉　秀一 渡邉　真司

会　　　報 野際　宏行 服部　哲雄

プログラム 三好　勝晴 長橋　秀行

広　報	
森藤　恵二

広　　　報
藤田　洋行 山本　洋祐

雑　　　誌

会員維持増強	
實石　　学

会	員	選	考
渡辺　芳彦 杉山　哲男

Ｒ　情　報

会	員	増	強
楠木　公一 勝呂　　衛

職	業	分	類

奉仕プロジェクト	
渡邊洋二郎

青　少　年 峯尾佐都子 寺田　　鼎

職	業	奉	仕 白壁　浩之 辻　　明久

社	会	奉	仕 道前　　勇 石渡　保宣

国	際	奉	仕 石川　秀雄 積　　惟貞

財団プロジェクト	
東　　宗徳

Ｒ　財　団 峯村祐紀子 清　　マキ

米　　　山 塚本　和弘 望月　美樹

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

国際ロータリー第2620地区
地 区 諮 問 委 員 会 委 員 積　　惟貞 補 助 金 小 委 員 会 委 員 峯村祐紀子

地 区 指 名 委 員 会 委 員 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 山口　和一

地 区 研 修 委 員 会 委 員 積　　惟貞 米山梅吉記念館委員会	
運 営 小 委 員 会 委 員 實石　　学

国 際 奉 仕 委 員 会 アドバイザー 積　　惟貞

ソングリーダー
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 第５回目

野際　宏行 白壁　浩之 上田　貴彦 長橋　秀行 渡邉　秀一


