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　皆さん、こんにちは。今日から師走です。7月の第1
回クラブ協議会は自発的な発表をしていただきあっとい
う間に地区大会報告が終了し、12月の折り返し地点で
来週は第2回クラブ協議会を予定しています。今回も皆
様の個性的な発表を楽しみにしております。また、22日
の忘年家族例会に向け親睦活動委員会では鋭意準備中
でございます。アトラクションには、燦々ぬまづ大使の三
遊亭朝橘師匠夫人率いるご一行とともに皆様と年忘れを
楽しむ企画でございます。どうぞお誘い合わせのうえ多く
の方にご参加いただければ幸いです。
　来年の話をすると鬼が笑うと言いますが、年明けの来
年1月は職業奉仕月間です。今後クラブでやってみたい
職業奉仕や、先日理事会で協議しましたメーキャップの
ありかたなどについて本日の団欒例会で意見交換いた
だきたいと思います。本日2016年版『これだけは知って
おきたい「ロータリーの基礎」』を参考資料として配布しま
す。例えばＰ47には親睦（Fellowship）とは、と書かれ
ています。こちらもご一読いただき今後のクラブ運営にお
役立てください。
　久しぶりに4ＲＣゴルフコンペで沼津クラブが団体優
勝、ベスグロ個人優勝もしました。来春に予定されてい
る親睦旅行についても多くの方にご参加いただくと嬉し
い限りです。
　本日は年次総会がございます。去る10/27の例会時
森藤指名委員長より発表がありました候補者についてク
ラブ細則により次年度理事と次々年度会長を確定したい
と存じます。来年度の準備を並行して進めていく時期に
なります。あと半年、本年度のことを忘れられないように
皆さんとともに楽しく過ごし、次年度のスタートがスムー
ズにいきますよう皆様のご協力をお願い申し上げます。

他ＲＣ出席  藤田君・服部君・石川（秀）君・清君
（11.27沼津柿田川）

欠席者（5名）
石川（秀）君、石川（三）君、森藤君、
塚本君、渡邊（洋）君
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12月8日（金）
　第2回クラブ協議会（30分延長）

会員誕生日　石川　秀雄君、白壁　浩之君、
　　　　　　勝呂　　衛君

12月15日（金）
　外部卓話「続ける」
 清水町役場 産業観光課長　　下山　義夫様

１ ．例会変更のお知らせ
　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
 18:00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
　長　　　泉…12/20（水）は夜間移動例会
　　　　　　　12/27（水）は特別裁量休会
　沼　津　西…12/21（木）は夜間例会
　　　　　　　12/28（木）は裁量休会
　沼津柿田川…12/25（月）は12/16（土）夜間例会
　富 士 宮 西…12/29（金）は裁量休会
２ ．11/19（日）沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペ
⇒9名参加・杉山君優勝・団体1位
３ ．12/22（金）忘年家族会 ⇒出欠回答・会費納
入・景品寄付は受付にて

４ ．12/10（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 ．12月のロータリーレート　1ドル＝112円

藤田君…11/22にＡテーブルのテーブル会を行い
ました。おいしい料理をお腹いっぱいいただきまし
た。参加の皆さん及び渡邉真司君ありがとうござい
ました。
服部君…誕生日の祝いありがとうございます。
野際君…Ｃ・Ｆ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。
大熊君…昨日はＣ・Ｆ合同のテーブル会が開かれ、
とても楽しく有意義な時間を過ごせました。ありがと
うございました。
杉山君…先日の沼津4ＲＣ対抗ゴルフ会で個人とし
て優勝、ベスグロ賞、そして団体戦では我が沼津
ＲＣが優勝とトリプルの栄誉に輝きました。一昨年
と昨年のエイジシュートとともに冥途の良い土産とな
ります。
勝呂君…長い間欠席いたしました。本日より復帰し
ます。
渡邉（真）君…11/22（水）Ａテーブル会が行われ楽
しい時を過ごせました。さすよ亭利用ありがとうござ
いました。
吉野君…12月になり折り返し地点です。後半もよろ
しくお願いします。

　10月27日例会時、森藤恵二指名委員長より、
次年度理事候補者及び次々年度会長候補者の発
表があり、これまで新たに立候補される方はありま
せんでした。よって、クラブ細則第3条第4節第4項
により次の方の当選が確定しました旨宣言します。

次年度理事
渡邉雅昭君　山口和一君　森藤恵二君
吉野聖一君　細澤哲哉君　東　宗徳君
野際宏行君　實石　学君　清　マキ君

大村愛美君

次々年度会長
東　宗則君

年次総会開催

団欒例会 　今後クラブでやってみたい職業奉仕や、メーキャッ
プのありかたについて、各テーブルで意見交換が行
われ、最後に各テーブルのマスターより発表が行われ
ました。
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