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　皆さん、こんにちは。本日は第2回クラブ協議会で30
分延長です。長丁場ですが、よろしくお願いします。
　オール電化の我が家でも、床暖房に加えついに石油
ストーブを出しました。東日本大震災からもうすぐ7年に
なりますが、その時に停電しても大丈夫なように石油ス
トーブを買いました。各エネルギー、石油パワーに感謝
する師走でございます。
　エネルギーにもアナリストがいるのをご存知でしょうか。
先週、石油がご専門の岩瀬昇さんという方に初めてお会
いしました。元三井物産の商社マンで、今の肩書きがエ
ネルギーアナリストです。岩瀬さんに、「石油の埋蔵量
が成長することをご存知ですか？」と聞かれました。「そ
ういえばバブルの1990年頃にあと数年で枯渇すると言
われていたのになくなりませんね。」と話しましたら、「宇
宙で月の表面のことはわかっても、たった何百メートル
の地下は見えないのでどうなっているかわからない」とい
うことでした。詳しくは岩瀬昇著『石油の埋蔵量は誰が決
めるのか』をご覧いただくと幸いです。同じようなお話が金
（ゴールド）や他の資源にもあります。資源エネルギーだ
けでなく、人間もわからないことに挑戦するときこそエネ
ルギーが湧き出します。もし、未来が約束されているとす
ればエネルギーは弱まります。何もないときに挑戦してこ
そ大変なエネルギーが発揮できます。12月5日に将棋
の羽生善治棋聖（47）が史上初「永世七冠」の偉業を達
成しました。今後の目標は？インタビューで「将棋そのも
のを本質的にまだわかっていないのが実情」と答えていま
した。これが、羽生さんのエネルギーの源泉なのだと思
います。
　ＲＣのこともよくわからないことは、エネルギーの源に
していただき本日のクラブ協議会もご活用よろしくお願い
します。

他ＲＣ出席  野際君（12.5沼津北）

欠席者（6名）
金子君、野際君、能見君、大熊君、
清君、渡邉（秀）君
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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

配偶者誕生日　石渡三代子様（保宣君）
結婚記念日　勝呂　　衛君

12月22日（金）
　忘年家族会（夜間例会・18:30点鐘）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　北…12/26（火）は裁量休会
　富士山吉原…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 ．12/10（日）第1回次期Ｇ補佐・地区委員長会議
⇒ 山口次期Ｇ補佐・山本次期Ｇ補佐事務局　2名
出席予定
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

山本君…本日、仕事の都合で、13:40頃に早退さ
せていただきます。
吉野君…寒中お見舞い申し上げるには早いので、
本日のクラブ協議会よろしくお願いします。

第2回クラブ協議会●❶
クラブ管理運営 リーダー　細澤　哲哉
　出席委員会及び親睦委員会の委員の皆様方は
毎回早くから例会に出席していただき当日の準備等
ご苦労様です。今年度は例会数が減少した分、毎
例会の内容が充実するよう努力してまいりますので、
今後とも皆様方のご協力をお願いいたします。

出席　忙しい方も多く、ＨＣ例会100％出席は中々
できませんが、ご理解いただき出席をよろしくお願い
します。欠席の場合のメーキャップも、あと少しで
100％という回がありますので、お願いいたします。

親睦　8/4（金）前会長幹事慰労会並びに今年度会
長幹事激励会は、無事終えることができました。ご
協力ありがとうございました。12/22開催予定の忘
年家族会につきましてもご協力お願いします。来年4
～5月に職業奉仕委員会と連携して親睦旅行を計画
しています。皆様のご参加を心待ちにしております。

会報　沼津ＲＣの伝統を踏まえ、読みやすい会報
を心がけています。会員各位には原稿の準備等ご
協力いただき、順調に進めることができています。
下期も引き続き、ご協力お願いいたします。

プログラム　更なる外部卓話の充実と、前半少な
かった会員リレー式卓話も継続してまいりたいと
思っています。今後とも皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。

広　報 リーダー　森藤　恵二
　広報は、広報委員会と雑誌委員会の2委員会で
構成されています。今年度もクラブ内での事業を新
聞に掲載いただきました。今後もＲの活動を市民
の皆様にご理解いただけるよう努力してまいります。

広報・雑誌　一般の方々へＲＣへの理解を深める
広報活動として、活動に関する記事掲載を静岡新
聞・沼津朝日新聞などの地方紙に依頼し、「未来
の夢計画」贈呈式などの記事が掲載されております。
引き続き行いますのでよろしくお願いいたします。

会員維持増強 リーダー　實石　　学
　当初目標の純増5人は難しい状況ですが、更に
努力していきます。増強と維持の両輪がうまく回るよ
う小委員会の委員長と協力や情報交換し、更に会
員皆様にも積極的に情報の提供を求め目標達成に
向かっていきますので、ご協力よろしくお願いします。

会員選考・Ｒ情報　計画案を提出しましたが今年
度前期入会者無しのため、仕事が無く反省だけが
残る前期でした。新入会員を入会できる状況と環境
を現在の会員全員が努力して行動に移すことのでき
るクラブ運営を願う次第です。

会員増強　会員の皆様のご協力により会員増強に
努めておりますが、現在のところ会員増強に至って
おりません。会長目標に向け、会員の皆様からちょっ
とした話でも構いませんので、ぜひ、情報提供をよ
ろしくお願いいたします。

職業分類　空白の職業を挙げ、埋めるように努力
をします。特に会計士が不在なので、ぜひ、皆様
の関与している会計士さん等のご紹介をいただけれ
ばと思いますので、よろしくお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　細澤　哲哉

広　報 リーダー　森藤　恵二

会員維持増強 リーダー　實石　　学

千本をよくする会

　12/10（日）千本公園の清掃活動が行われました。
寒い時期となりましたが、多くのご参加をいただき
無事行うことができました。皆様、お疲れ様でした。

参加者　村上君、寺田君、道前君、實石君、石
渡君、細澤君、渡邉（雅）君、三好君、積君、峯
村君、吉野君、塚本君、杉山君、向坂君、森藤君、
石川（三）君、石渡三代子様、積邦子様、深瀬和
彦様、事務局鈴木さん

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
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