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　皆さん、こんにちは。3日が祝日休会でしたので、本
日10日が遅ればせながら11月初日になります。本日の
例会卓話は久しぶりのリレートークで楽しみにしています。
　そして今月はＲ財団月間で地区目標があります。明日、
地区大会で一足先に焼津の地に向かいますが、例年の
年次寄付目標に加え今年はエンドポリオ目標もございま
す。ご参加いただける方も都合のつかない方にも漏れな
く寄付目標がついてきます。ご理解とご協力をお願いしま
す。皆様ご存知のイアンＨ.Ｓ.ライズリーＲＩ会長のテー
マ「ロータリー：変化をもたらす」というテーマも11月に
なり定着してきたかどうか地区大会でその成果が発表さ
れると思います。
　さて、ここのところ日本を代表する企業の不祥事が相
次いでいます。いちいち例を出すとたくさんあって面白く
ないので、不祥事の出ていないトヨタの豊田章男社長の
話をしますと、ちょっと前のコメントに、自動車業界では
異業種からの参入で「前例のない海図なき戦いが始まっ
ている」と語っています。私のなりわいは保険ですが、金
融庁の監督下で現在の森長官が3年目の改革を行って
います。こちらの方も「ゲームのルールを変える」と言って
いますので激しく変化しています。金融業界にいらっしゃ
る方は詳しいと思いますが、キーワードが「持続可能性」と
「見える化」で「お客様の利益にどう貢献するか」を共通目
標に変化しています。また、ＩｏＴや人工知能で社会全
体も変わっていきます。ご存知のロータリーの掲げる中
核的価値がございます。親睦・高潔性・多様性・奉仕・
リーダーシップ、とりわけ「多様性」がもたらすさまざまな
価値観がこれからの日本少子高齢化の中で女性や高齢
者の活躍につながるのだと思います。変化を楽しんでい
きましょう。

他ＲＣ出席  峯尾君（10.29インターアクト指導者講習
会）、服部君・石川（秀）君・金子君（10.30
沼津柿田川）、峯村君（10.31沼津北）

欠席者（12名）
東君、石川（秀）君、石川（三）君、
金子君、楠木君、峯村君、森藤君、
能見君、大熊君、勝呂君、塚本君、
渡邉（真）君
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11月17日（金）
　地区大会報告 副会長・幹事

会員誕生日　渡辺　芳彦君、服部　哲雄君、
　　　　　　大熊　宏幸君
配偶者誕生日　積　　邦子様（惟貞君）
結婚記念日　大友　保志君、望月　美樹君、
　　　　　　渡邉　真司君

11月24日（金）　祝日休会
12月1日（金）
　年次総会　団欒例会

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　西…11/23（木・祝）は祝日休会
　沼津柿田川…11/27（月）は11/23（木・祝）
 グラウンドゴルフ大会
　富　士　宮…12/4（月）は12/2（土）
 ファミリー忘年会18:30点鐘
　沼　津　北…12/12（火）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/26（火）は裁量休会
　新　富　士…12/19（火）は夜間例会 クリスマス会
　富 士 宮 西…12/29（金）は裁量休会
２ ．10/29（日）インターアクト指導者講習会
⇒峯尾青少年委員長・沼商ＩＡＣ出席
３ ．ロータリー財団ご寄付のお願いポストイン
４ ．10/24（火）世界ポリオデー ⇒クラブ寄付総
額￥44,527送金 ご協力ありがとうございました

５ ．11/11（土）焼津地区大会（第1日目） ⇒積Ｐ
Ｇ・吉野会長・村上幹事 3名出席予定　11/12
（日）焼津地区大会（第2日目） ⇒22名出席予定
６ ．12/22（金）忘年家族会（夜間例会・18:30点
鐘）のご案内ポストイン

７ ．「ロータリーの友」11月号配布
８ ．2018年6月ＲＩ年次大会（カナダ・トロント）
参加旅行のご案内到着 ⇒詳細は事務局まで

細澤君…①山口さん、念願の霊園のオープンおめ
でとうございます。2期、3期の工事をお待ちしてい
ます。②渡邉真司君に大変お世話になりました。さ
すがはプロの目利き、魚の苦手な僕も一匹ペロッと
いただきました。
三好君…結婚記念ありがとうございます。明日11/11
で27回目です。よく続いているなと多分お互い思っ
ていると思います。
野際君…Ｂテーブルの皆様にはお世話になりあり
がとうございました。飛び入り参加失礼しました。
渡辺（芳）君…来週17日例会欠席いたします。当日
17日で75歳、後期高齢者です。
山口君…本日、愛鷹運動公園の前（免許センター
入る）に念願の新霊園「沼津ヒルサイドテラス」を
オープンしました。細澤君、實石君、森藤君、大
村さんに大変お世話になりました。清様、ご予約あ
りがとうございます。
吉野君…今月、10日ですが初日です。リレートー
クよろしくお願いします。

 会員　村上　綾一君
　沼津ＲＣに入会させていただき、そろそろ5年に
なります。今年は幹事という大役を拝命し、緊張感
をもってＲ活動に取り組んできました。幹事になるま
では分からなかったＲの仕組みが、幹事として携わ
ることで理解できるようになり、少し楽しくなってきま
した。なぜこのような慣例があるのだろうと不思議
に感じていたことが、実は活動のために合理的な
のだと知ったり、担当したことのない委員会の仕事
内容を知ったりと、例会ごとに新しい発見があります。
　最近は「あっという間に半年経ったでしょう？」と
声をかけていただくことが増えましたが、まだまだ半
年です。あと半年、迷惑をかけることなく終えられる
か心配は尽きません。今週末の地区大会、来月の
家族忘年会、2月のＩＭと、大きなイベントが続きます。
ひとつひとつ着実に準備していきたいと思います。
　今年度は祝日週休会という新たな試みで会を運
営しています。会員の皆様が仕事と両立しやすくなっ
た半面、連絡漏れや、間違えて祝日週に来てしまう
会員がいたなど、決してスムーズに運営できている
とはいえない状況です。ご迷惑をおかけし申し訳ご
ざいません。せっかくの良い試みを私のミスで台無
しにしてしまわないよう、より一層注意してまいります。

 会員　細澤　哲哉君
　1961年6月1日に生まれ本日で20,616日を迎え
る56歳のおやじです。最近56歳という年齢がとて
も中途半端に思えてなりません。自分ではまだまだ
未熟な半端者だと思っているのに、世間から見ると
立派な大人扱いをされます。見た目の貫禄が付き
髪の毛は必然的に薄くなってきていますが、気持ち
だけは青年の心を失わないようにと悪あがきをして

村上　綾一君会員　村上　綾一君村上　綾一君会員　

会員　細澤　哲哉君

います。体力は20、30代の頃に比べれば明らかに
衰え現状を維持するのがやっとで、5年前に東京マ
ラソンを完走したことは我ながら過去の夢の中です。
　私は図面を描くことを生業としております。昨今は
ＣＡＤを使って一日中パソコンの画面と向き合って
いますが、老眼は40代前半に始まりマウスを握りし
めれば腱鞘炎になるという日々で、夜なべして製図
版に向かい手で図面を引いていた頃が懐かしく感じ
るとともにＣＡＤがなければ40代でおそらく引退し
ていたことでしょう。測量に出かけても、前なら難な
く飛び越えていた塀を、今では自ら怪我をしないよう
迂回しています。体力の衰えを経験と知識で補い、
まだ若い者には負けないと自分に言い聞かせ、現役
で頑張っている限りは青年でいられるのかもしれま
せん。周りでは定年がどうこうという話題が飛び交っ
ておりますが、自営業でよかったと思う昨今です。
　最近では仲間と集まれば昔話に花が咲き「昔は…
だった」「今の若い者は…」という話題になります。
前ならば夢や希望を語っていたのに…そして最後は
しみじみと「昔に帰りたいな」で締めくくられます。若
い頃には周りから子供っぽく見られないよう頑張って
背伸びしていたのに、今は少しでも若く見られるよう
無理をしている、そんな無駄な努力をせず自然体で
生活ができるようになった時こそ、本当の大人にな
れた時なんだろうと思います。これから自分は確実
に体力も気力も衰退していくだろうし、そのことを想
像すると恐ろしいです。そんなことを考えている自分
は結局まだまだ半端者なんだと思います。周りの諸
先輩方の多くは未だに現役で仕事も趣味も大いに
楽しまれている、そのような方々を目標にし、数十年
後自分自身の人生を振り返った時に充実した人生
だったと言えるようこれからも頑張りたいと思います。

会員リレートーク会員リレートーク

ロータリーの標語

超我の奉仕
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は結局まだまだ半端者なんだと思います。周りの諸
先輩方の多くは未だに現役で仕事も趣味も大いに
楽しまれている、そのような方々を目標にし、数十年
後自分自身の人生を振り返った時に充実した人生
だったと言えるようこれからも頑張りたいと思います。
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ロータリーの標語

超我の奉仕


