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　皆さん、こんにちは。本日はＧ公式訪問として沼津柿
田川ＲＣとの合同例会です。生子哲男Ｇ、前島正容Ｇ
補佐、渡邉英昭地区幹事、ご訪問ありがとうございます。
また、本日は今年の2月に認証されました桐陽高等学校
のＩＡＣの生徒さんと顧問の先生、校長先生にもお越し
いただいております。
　私は仕事の関係上、北欧やドイツ・イギリスの社会保
障制度や高齢者・児童の福祉施設を視察する機会があり
ます。2年前に、デンマークに静岡県東部の施設職員を
連れて研修に行きました。デンマークは、租税と社会保
障費の合計の国民負担率69.5％、消費税25％、高い
税金が課せられていますが、国民の幸福度調査では世
界第一位です。ちなみに日本は国民負担率38.5％で47
位です。自動車の登録税は180％で、車の価格は日本
の2～3倍のため、自転車王国です。選挙の投票率は
90％と日本とは断トツの違いです。市会議員は全員無給
のボランティアで、議会も「朝7時まで」「夜7時から」開
催されます。全就業人口の30％が公務員とのこと。出
生率は1.85で、母親は育児休暇後働き始めます。専業
主婦、3歳児まで働かないという神話はないとのことです。
　保育園、幼稚園では、日本と異なり日課がなく、子ど
も達が自由に遊びながら学んでいく、遊具を職員は一切
片付けない、子ども達が話し合いで片付けるとのこと。2
歳児まで昼寝は外（氷点下7度まで）です。4歳から調理
の手伝いでナイフを使わせる。喧嘩をしても見守り当事
者同士で解決させる。動物園・農場も併設して、豚・鶏・
羊・ヘビなども飼育しています。日本は少し過保護かもし
れません。デンマークでは登校拒否やいじめはほとんど
ないとのことです。今日は、桐陽高校の生徒さんもおり
ます。若い時にぜひ海外で学ぶことを試みてください。

ゲスト  生子　哲男様（ガバナー）、前島　正容様
（ガバナー補佐）、伊豆川剛史様（清水中
央）、飯田　瑞穂様（桐陽高校校長）、野
呂瀬正巳様（桐陽高校ＩＡＣ顧問）、二
宮　愛子様・日吉　朋美様・内田　菜緒様
（桐陽高校ＩＡＣ生徒）

他ＲＣ出席  大熊君（8.15沼津柿田川）、服部君・石
川（秀）君・金子君・能見君（8.22沼津
柿田川）、積君（8.25第2回ロータリー文
庫運営委員会）

欠席者（6名）
道前君、藤田君、楠木君、望月君、
長橋君、渡邉（秀）君
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9月2日（金）
　児童福祉について
 三島ロータリークラブ　　杉村伸二郎様

会員誕生日　渡辺　好司君
配偶者誕生日　寺田　弘子様（鼎君）、
　　　　　　北澤　昌子様（誠司君）

9月9日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　寺田　　鼎君、杉山　哲男君

ガバナー挨拶
　　ＲＩ2620地区 2016-17年度
 ガバナー　　生子　哲男様

沼津柿田川ＲＣと合同例会
ガバナー公式訪問　卓話

8月合計　20,500円
服部君…東先生にお世話になりました。
石川（三）君…生子Ｇ、前島Ｇ補佐、伊豆川さん、よう
こそ沼津ＲＣ・沼津柿田川ＲＣの合同例会にお越しく
ださいました。本日はよろしくお願いします。
實石君…誕生日のお祝いありがとうございます。
峯尾君…桐陽高校ＩＡＣの皆様、ようこそおいでいた
だきました。
三好君…實石学君、57歳の誕生日おめでとうございます。
あなたのお陰で楽しい人生を送れているような気がします。
積君…生子Ｇ、公式訪問ありがとうございます。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…9/6（火）は9/10（土）おきがる無料
 相談所＠ロゼシアター
　　　　　　　9/13（火）は9/14（水）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/20（火）は特別休会
　　　　　　　9/27（火）は夜間例会
 観月会＠グリーンホテル
　富　　　士…9/7（水）は休会
　　　　　　　9/21（水）は夜間例会
　富士山吉原…9/8（木）は夜間例会
 観月会＠大富士ゴルフ場
　　　　　　　9/15（木）は9/14（水）Ｇ公式訪問
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
　富　士　宮…9/12（月）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/19（月）は9/17（土）夜間例会
 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更 12:30点鐘
　沼　津　西…9/15（木）は9/13（火）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
　富 士 宮 西…9/16（金）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/23（金）は裁量休会
２ ．9月のロータリーレート　1ドル＝102円

【報告事項】
１ ．8/5（金）前会長幹事慰労会並びに会長幹事激励
会　収支報告　収支報告書のとおり

【議事】
１ ．9月例会プログラムの件　承認
9月9日 会員リレートーク

会 員　寺田　　鼎君・杉山　哲男君
9月16日 会員卓話「最近のマーケット動向と

資産管理のあり方について」
会 員　能見　哲理君

9月23日 補助金プロジェクト「未来の夢計画」
贈呈式　　社会福祉法人 輝望会

ミルキーウェイ　原様
9月30日 外部卓話「高尾山古墳について」

沼津市教育委員会 次長　井原　正利様
10月7日 外部卓話「食の表と裏」 羽戸様
２ ．10～12月テーブル編成の件　承認・別紙のとおり
３ ．10/28（金）沼津4ＲＣ合同夜間例会会費の件
　⇒ 会費￥8,000/人のうち、￥2,000をクラブ負担・￥

6,000を参加者負担　承認
４ ．10/28（金）沼津4ＲＣ合同夜間例会におけるアト
ラクション開催要否の件⇒開催しない
５ ．例会開催回数の件⇒特別委員会を設け話し合う
６ ．入会金の件⇒５．と同じ特別委員会で話し合う
７ ．ロータリーカードの件⇒沼津ＲＣのクレジットカー
ドをロータリーダイナースクラブカードで作成する

　1/16～24、サンディエゴでの国際協議会に出席し、
毎日朝8時30分から夜9時過ぎまで色々なテーマでディ
スカッションしました。ジョンＦ.ジャームＲＩ会長は、
この国際協議会でテーマを発表しました。

「人類に奉仕するロータリー」
ROTARY　SERVING　HUMANITY

　Ｒの一員である皆さんは、Ｒ活動を通じて社会に貢
献し人類に奉仕する「大きなチャンス」です。そしてまた、
社会貢献への熱意を持つ職業人が集うＲですから、Ｒ
独自の力を生かせば大きな目標も達成できます。様々
な奉仕活動の中でも特に重要なのが、あと少しと言わ
れているポリオの撲滅であると強調しました。さらに、
ＲＩ会長は会員増強に関しても最優先項目としておりま
す。私も今年度地区目標に最優先項目として、事あるご
とにお話しをさせていただいております。会員を絶えず
増強していなければ、会員数は自然に減少してしまいま
す。特に平均年齢の高いクラブは深刻で、若返りが必
要です。これを実行するには会員増強しかありません。
この10年間、世界のロータリアンの数は120万人の横
這いです。これは入会したのと同数のロータリアンが退
会しているということではないでしょうか。どうしたら退会
を減らすことができるでしょう。会員からのフィードバッ
クを基にクラブで会員増強計画を立て、魅力あるクラ
ブを作り、会員の所属意識を高める方法を会員増強計
画に取り込んで行くことが重要です。クラブの会員が増
えればもっと効果的でより多くの活動ができるということ
をロータリアンに再認識してもらうことが重要です。
　次の重要項目はＲ財団への寄付と補助金への積極
的活用です。今年は財団100周年です。財団には2億
6,900万ドルの寄付があります。年次基金はＲ財団活
動の主な資金源です。恒久基金は将来のＲ財団プログ
ラムの財源です。年次基金の平均金額$150とベネフ
ァクター各クラブ1名が目標です。
　次はポリオ撲滅ですが、1月～6/15まででパキスタ
ン11症例、アフガニスタン6症例となり、あと少しです。
今年はポリオ撲滅において非常に重要な年になります。
伊勢志摩サミットのＧ7でポリオ撲滅の目標達成につい
て再認識されました。
　次は日本独自の「米山記念奨学会」への理解と支援
です。普通寄付と特別寄付があり金額の合算合計平均
16,000円（人/ 年）をお願いしています。今年は、米山
「サブクラブ」制度を取り入れます。今まで米山奨学生を
一度も受け入れていないクラブの理解を深めるために
行います。
　Ｒの公共イメージ向上については、世界中で行って
いる奉仕活動を地域社会で理解してもらい、Ｒの奉仕
活動を地域社会に知ってもらうことが重要です。
　また、11/19～20地区大会、来年6/10～14アトラ
ンタ国際大会への登録と参加をお願いします。
　2016年規定審議会はクラブ運営に大幅な柔軟性を認
めました。 この決定により全てのＲＣは、例会・クラブ
の構造・会員種類について規定審議会が承認した新し
いオプションを取り入れてクラブ細則を修正することが
可能となります。ただし、これらの変更を加えないこと
を選択するクラブは、従来と同じ方法を取り続けること
ができます。 これらの決定は標準ＲＣ定款の現行の規
定に変更を加えるものではありません。

「思いやりと　寛容の精神」のある
「こころ豊かなロータリアン」になりましょう
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3回定例理事会
　2016.8.26（金）13:35～
　出席者　13名
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社会貢献への熱意を持つ職業人が集うＲですから、Ｒ
独自の力を生かせば大きな目標も達成できます。様々
な奉仕活動の中でも特に重要なのが、あと少しと言わ
れているポリオの撲滅であると強調しました。さらに、
ＲＩ会長は会員増強に関しても最優先項目としておりま
す。私も今年度地区目標に最優先項目として、事あるご
とにお話しをさせていただいております。会員を絶えず
増強していなければ、会員数は自然に減少してしまいま
す。特に平均年齢の高いクラブは深刻で、若返りが必
要です。これを実行するには会員増強しかありません。
この10年間、世界のロータリアンの数は120万人の横
這いです。これは入会したのと同数のロータリアンが退
会しているということではないでしょうか。どうしたら退会
を減らすことができるでしょう。会員からのフィードバッ
クを基にクラブで会員増強計画を立て、魅力あるクラ
ブを作り、会員の所属意識を高める方法を会員増強計
画に取り込んで行くことが重要です。クラブの会員が増
えればもっと効果的でより多くの活動ができるということ
をロータリアンに再認識してもらうことが重要です。
　次の重要項目はＲ財団への寄付と補助金への積極
的活用です。今年は財団100周年です。財団には2億
6,900万ドルの寄付があります。年次基金はＲ財団活
動の主な資金源です。恒久基金は将来のＲ財団プログ
ラムの財源です。年次基金の平均金額$150とベネフ
ァクター各クラブ1名が目標です。
　次はポリオ撲滅ですが、1月～6/15まででパキスタ
ン11症例、アフガニスタン6症例となり、あと少しです。
今年はポリオ撲滅において非常に重要な年になります。
伊勢志摩サミットのＧ7でポリオ撲滅の目標達成につい
て再認識されました。
　次は日本独自の「米山記念奨学会」への理解と支援
です。普通寄付と特別寄付があり金額の合算合計平均
16,000円（人/ 年）をお願いしています。今年は、米山
「サブクラブ」制度を取り入れます。今まで米山奨学生を
一度も受け入れていないクラブの理解を深めるために
行います。
　Ｒの公共イメージ向上については、世界中で行って
いる奉仕活動を地域社会で理解してもらい、Ｒの奉仕
活動を地域社会に知ってもらうことが重要です。
　また、11/19～20地区大会、来年6/10～14アトラ
ンタ国際大会への登録と参加をお願いします。
　2016年規定審議会はクラブ運営に大幅な柔軟性を認
めました。 この決定により全てのＲＣは、例会・クラブ
の構造・会員種類について規定審議会が承認した新し
いオプションを取り入れてクラブ細則を修正することが
可能となります。ただし、これらの変更を加えないこと
を選択するクラブは、従来と同じ方法を取り続けること
ができます。 これらの決定は標準ＲＣ定款の現行の規
定に変更を加えるものではありません。

「思いやりと　寛容の精神」のある
「こころ豊かなロータリアン」になりましょう
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3回定例理事会
　2016.8.26（金）13:35～
　出席者　13名


