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 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.15

　皆さん、こんにちは。11/11～12の焼津での地区大
会お疲れ様でした。大会の話はともかく、1日目は積ご
夫妻のスマートフォンで小沢ＲＩ会長代理と写真を撮っ
ていただき、2日目の懇親会も晴天の中で磯自慢を飲ん
で、皆さんと盛り上がり無事帰ってくることができて感謝し
ております。後ほど詳しくは細澤副会長、村上幹事から
大会報告がございます。どうぞよろしくお願いします。
　『武士の家計簿』を書いて新潮ドキュメント賞を受賞し
た磯田道史さんをご存知でしょうか？ 新作『日本史の内
幕』（今年の10/25初版でベストセラー）を買って読みま
した。なんとP11～沼津が紹介されていました。しかも、
「あの時の沼津の人は偉かったと後世に語り継がれる決
断をした方がいい」とか、「不便だがこれは日本国家誕
生時にとって重要で、沼津にあるのは地域の誇り、と語
り継がれる品格があっていい、国も特殊な事情を勘案し
てほしい」とありました。皆さんもうおわかりかもしれませ
んが、昨年沼津市の卓話でもご紹介したご存知の高尾
山古墳の話です。西洋では古代ローマの頃、初期古墳は
「はじめての国家」、日本で特に価値が高いものが卑弥
呼時代の重要遺跡と説明されています。岡山にある卑弥
呼の親世代の楯築遺跡、奈良にある卑弥呼の墓、箸墓
古墳、邪馬台国の大臣や将軍の墓で纏向の5つの古墳、
そして沼津の高尾山古墳は東国最大の古墳です。西が
卑弥呼なら東は高尾山古墳です。先ほど言いましたが「沼
津の人は偉い」とか「品格がある」というのは今まだ仮説
です。これが実現できるよう高尾山古墳の重要性を学ん
で保護して意義を伝え、地域、日本の宝として観光名所
にして品格ある沼津を残していきましょう。

他ＲＣ出席  石川（秀）君・金子君・渡邉（真）君・渡辺
（芳）君（11.14沼津北）、吉野君・森藤君・
杉山君・實石君・藤田君・村上君・大村君・
髙地君・大友君（11.19沼津4ＲＣ対抗
ゴルフコンペ）

欠席者（7名）
藤田君、服部君、望月君、勝呂君、
渡辺（好）君、渡邉（秀）君、渡辺
（芳）君
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12月1日（金）
　年次総会　団欒例会

会員誕生日　吉野　聖一君
配偶者誕生日　大友美穂子様（保志君）
　　　　　　大熊真由美様（宏幸君）

12月8日（金）
　第2回クラブ協議会

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
　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
　富士山吉原…12/14（木）は忘年家族会 18:30点鐘
　　　　　　　12/28（木）は特別休会
　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 ．12/22（金）忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）
のご案内
３ ．ロータリー財団ご寄付のお願い

11月合計　14,000円
石川（三）君…先週の例会、地区大会を、静岡県と中国
浙江省との友好提携35周年事業に参加のために欠席
させていただきました。ありがとうございます。
大熊君…誕生日プレゼントありがとうございます。49歳
になります。そろそろ夜を控えようと思っています。
積君…家内の誕生祝いありがとうございます。
寺田君…地区大会ではお世話になりました。
吉野君…本日地区大会報告よろしくお願いします。積先生
写真ありがとうございます。カツオ節のお土産、好評でした。

1日目 村上　綾一
　松村Ｇの挨拶で、「3つの考え」が掲げられました。1.
『寛容の心』、2.『先進国の抱える課題も重点分野に入
れる』、3.『平和の構築』で、ポリオ撲滅の後は平和に向
けた取り組みが大切との話でした。また、各クラブのポ
リオデープロジェクトの報告がありました。志田ＰＧか
らは、「未来のＲを考える」という話で、会員減少がクラ
ブ運営の大きな問題点となっている中、3つの対策が示
されました。1.『メークアップの対象拡大』、2.『リーダー
シップ性のある会員の入会』、3.『2世、3世の入会促進』
です。この内、対象拡大の話は興味深いものでした。「会
員の負担減のため例会回数を月2回まで落とすと、か
えってＲ活動に支障が生じる。しかし負担を減らさなけ
れば今の時代に適応できない。そこで、理事会が承認
する親睦活動へのメークアップを積極的に認め、親睦
活動での出席がメインになる会員を増やす」という考え
です。会員増強の有力な方法になるのではと感じました。

2日目 細澤　哲哉
　11/12 7:15 沼津駅北口を会員13名と共に出発し、
焼津文化会館に8:20頃到着。本会議にて松村ＧはＲＩ
会長テーマと、ご自身の3つの考えを述べられた。小沢
ＲＩ会長代理よりＲＩ会長プロフィール及び今年度テー
マ、そしてＲの現状について話され、先進国で会員減少
が著しく、途上国で会員が増加していることは今後の課
題。また米山記念奨学生の歴史や現状についてなど貴
重な話を聞くことができた。その後、米山学友より母国
インドネシアの話や学友としての体験談、現状について
の話があった。記念講演は白駒妃登美氏より、「歴史が
教えてくれる日本人の生き方」をテーマに行われ、過去
の色々な歴史の局面をとらえ、日本人が古来より受け継
ぎ持っている日本的な物の考え方や行動について、他
国にはない日本独自の優れた文化なのでこれからも誇
りと自信を持って生きていこうと熱く語られた。休憩後、
大会決議報告、次期地区大会開催地の発表、次期地
区大会のホストクラブ都留ＲＣ会長の挨拶が行われた。
ＲＩ会長代理講評において当地区は大切なものを現在
もしっかりと受け継がれているとお褒めいただいた。本
会議は13:00に終了し、大懇親会は14:00より焼津の
魚市場に会場を移動し行われた。マグロの刺身や、自
慢の磯自慢など美味しくいただき、皆の腹が満たされた
ところで早めにバスに乗り込み無事に帰りました。

地区大会報告
 2017.11.11㈯～12㈰ 於：焼津グランドホテル

焼津文化会館

地区大会出席者  
1日目 積君、吉野君、村上君、積邦子様

2日目  積君、吉野君、村上君、細澤君、石川（秀）君、
實石君、峯村君、峯尾君、森藤君、大村君、
大友君、向坂君、白壁君、寺田君、渡辺（芳）
君、渡邊（洋）君、山口君、山本君、積邦子様、
事務局鈴木さん

　今回は1位沼津、2位沼津北、3位沼津西、4位沼津
柿田川となり、杉山君は、個人戦・ベスグロ・団体戦
の3冠に輝きました！ 参加された皆様、お疲れ様でした。
参加者　 吉野君、森藤君、杉山君、實石君、藤田君、

村上君、大村君、髙地君、大友君

【報告事項】
１ ．来月第7回定例理事会の件
⇒12/22（金）17:00～（夜間例会前）
【議事】
１ ．12月例会プログラムの件　承認
12月8日 第2回クラブ協議会（30分延長）
12月15日 外部卓話「続ける」

 清水町役場 産業観光課長　下山　義夫様
12月22日 忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）
12月29日 裁量休会
1月5日 祝日週休会

２ ．2018年1月～3月テーブル編成の件　承認
⇒事業所電話局番順
３ ．満テーブル景品の件　承認　⇒ティッシュ
４ ．12/8（金）例会30分延長の件　承認
⇒第2回クラブ協議会　発表者にはＦＡＸで連絡
５ ．クラブ旗、タスキ 新調の件　承認
⇒見積もりを取って理事会で検討
６ ．駅前花壇 石碑の文字ペイントの件
⇒見積もりを取って理事会で検討
７ ．メーキャップ拡大の件
⇒団欒例会で話し合い、理事会で検討

◆第6回定例理事会
　2017.11.17（金）13:35～
　出席者14名

理事会だより

沼津4ＲＣ合同ゴルフコンペ開催
2017.11.19㈰　於：新沼津カントリークラブ
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６ ．駅前花壇 石碑の文字ペイントの件
⇒見積もりを取って理事会で検討
７ ．メーキャップ拡大の件
⇒団欒例会で話し合い、理事会で検討

◆第6回定例理事会
　2017.11.17（金）13:35～
　出席者14名

理事会だより

沼津4ＲＣ合同ゴルフコンペ開催
2017.11.19㈰　於：新沼津カントリークラブ


