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　九州地区が豪雨に見舞われました。被災地の皆様に
心よりお見舞い申し上げます。沼津でも三つ目ガードの
冠水は恒例のようですが、また、毎日暑い日が続きます。
梅雨明けのこれから本番です。皆様体調には十分お気
をつけてご自愛のほどお祈りします。
　さて、7/9（日）はＲ財団セミナーでした。峯村委員長と
一緒に参加してまいりました。また、10/24の世界ポリオ
デーに向け、4ＲＣ合同でＰＲ活動を9月末に開催する
方向で調整し進んでいます。それから来年から分区に御
殿場、裾野、長泉の3クラブが加わり、12クラブで静岡
第2グループとなりますので、そのことについて8/19に
臨時会長幹事会の連絡がありました。少しずつ変化して
います。さて、1917年世界でよりよいことをするためと始
まったＲ財団が、昨年で100周年でした。なぜ、新年度の
初めにこのＲ財団セミナーをするかといえば、Ｒ財団を
年度はじめに理解していただき、現在ある3つの寄付（年
次基金、恒久基金、使途指定寄付）を効果的に活用する
ためだそうです。今回のセミナーで1人150ドルという目
標額は仕組みとしては寄付ですが、皆で使う相互扶助の
ような仕組みであるという説明だったことをお伝えします。
「Ｒの目的は、意義ある事業として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある」。この目的達成のための1つに
Ｒ財団が存在しています。昨年、2620地区は年次寄付
ゼロがゼロになりました。また、Ｒカード26年度貢献実
績は50,232,149円になりました。当クラブでも地区補
助金を活用していますが、グローバル補助金にも目を向
け、6つの重点分野についてよりご理解いただきＲＣの活
動を活発にしてまいりましょう。後日、Ｒ財団委員会担当
の卓話もあると思いますが、石川会長からの昨年からの
引継ぎ事項「これだけは知っておきたいＲの基礎」を会員
分取り寄せましたので、後日皆様に配布したいと思います。

他ＲＣ出席  積君（7.8第1回諮問委員会）、大熊君・
渡邉（真）君・渡辺（芳）君（7.10沼津柿
田川）

欠席者（8名）
北澤君、髙地君、楠木君、峯尾君、
大熊君、上田君、渡邉（真）君、
渡辺（芳）君
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7月28日（金）
　第1回クラブ協議会（30分延長）
　ガバナー補佐クラブ期首訪問

会員誕生日　向坂　義次君
配偶者誕生日　渡辺　礼子様（好司君）

8月4日（金）
　前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会
　 （夜間例会）

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…7/27（木）は7/29（土）納涼家族例会
　三　　　島…7/26（水）は7/29（土）夏の家族会
２ ．7/9（日）地区ロータリー財団セミナー
　⇒吉野会長・峯村Ｒ財団委員長　2名出席
３ ．ＲＩ第2620地区分区編成改正のご報告
　⇒ 現在の静岡第3分区（9クラブ）＋御殿場・裾野・

長泉で、「静岡第2グループ」へと変更

峯村君…本日は、10年の在籍表彰をありがとうござい
ます。
大友君…石川三義会長年度の出席率の最終集計で、
100％が5回と、あと1名で100％が10回もありました。
今年度は100％を10回程度は達成できるようにご協力
をお願いします。
寺田君…出席表彰ありがとうございました。
渡辺（好）君…在籍5年表彰ありがとうございます。

2016‒2017年度

 出席表彰
　在籍5年ごとの在籍表彰、ホームクラブ100％

出席、出席100％の会員の表彰が行われました。

　表彰された皆様に敬意を表するとともに、引き

続き出席率の向上にご協力をお願いします。

在籍年数 会員氏名 入会年月日

40
寺田　　鼎 1977. 5. 6
杉山　哲男 1977. 5. 6

15 森藤　恵二 2001.10.26
10 峯村祐紀子 2006. 9. 8

5
山本　洋祐 2011.11.18
渡辺　好司 2012. 5.11

辻　　明久
山本　洋祐

東　　宗徳 服部　哲雄 石川　三義 實石　　学
金子　曉生 峯村祐紀子 峯尾佐都子 森藤　恵二
村上　綾一 能見　哲理 大熊　宏幸 奥村　茂春
大村　愛美 大友　保志 清　　マキ 積　　惟貞
杉山　哲男 勝呂　　衛 寺田　　鼎 渡邉　雅昭
山口　和一 吉野　聖一

在籍表彰 （2017.7.1時点での満年数）

ホームクラブ出席率100％

地区報告出席率100％

在籍40年 寺田　　鼎君
　ＲＩ会長のテーマは「変化をもたらす」です。医学の
分野では年々変化が起こっています。鬱病は内因性で
遺伝や素質による病気と言われてきましたが、現在の鬱
病は昔の鬱病と異なります。薬だけでは治りません。ア
ドラーの心理学に基づき、鬱になった入り口を見つけ、
出口を見つけてやることが大事です。鬱病は体の病気
ではなく、心の病です。ＲＣは年々若い方が入会し、
変化がもたらされています。

在籍40年 杉山　哲男君
　在籍40年、私は今84歳なので、人生のほぼ半分近く
在籍していた訳です。この間、出席率は病気欠勤を除け
ば100％に限りなく近いと思います。これも、健康であっ
たことと共に多くの友人知人、特にゴルフ好きの仲間に
出会えたことが支えになったことは間違いありません。
40年間、ＲＣゴルフコンペに多分90％以上の出席率
で参加している優良会員です。これからもできるだけ長
くゴルフを楽しみたい、そしてゴルフをやっている間は
Ｒもやっていこうと思っています。

在籍15年 森藤　恵二君
　2001/10/26に入会し15年が経過いたしました。入
会日をＧ公式訪問日に合わせていただき、高崎Ｇから
Ｒバッジを授与していただきました。高崎Ｇから「Ｒを
楽しんでください」とのお言葉をいただき、今日までの私
のＲ活動の基本とさせていただいております。勝呂会
長年度に幹事をお任せいただき、積Ｇ年度の副幹事も
経験させていただきました。今後も皆様とＲを楽しんで
いきたいと思います。

在籍10年 峯村祐紀子君
　2005年弊社代表に就任し、2006/9/8に沼津ＲＣに
入会させていただきました。専業主婦から社長に就任、

在籍40年 寺田　　鼎君

在籍40年 杉山　哲男君

在籍15年 森藤　恵二君

在籍10年 峯村祐紀子君

タクシー料金の仕組みを覚えるところから始まり、3年間
が10年程に感じられました。会社では四面楚歌状態で
したので、清さんのご紹介で入会できましたことに大変
感謝しております。今後とも力不足ではありますが、与
えられたお役をしっかり務めたいと思いますので、ご指
導よろしくお願いします。

在籍5年 山本　洋祐君
　積Ｇの下で開かれた地区大会の前日に入会して5年
8か月、こうして在籍5年表彰を受けることができ嬉しく
思います。今後もロータリアンであり続けたいと思って
おりますが、あまり入れ込みすぎて“骨の髄までロータリ
アン”になってしまうと、かえって、ある時突然熱が冷め
て“辞めます”なんてことになりかねず、私としてはそれ
は本意ではありませんので、ゆるりと末永くロータリアン
を続けていければと思っております。

在籍5年 渡辺　好司君
　2012/5/11に入会し、早くも5年が過ぎ、この度、在
籍表彰をいただきました。ありがとうございます。医療
業界で活躍する石渡保宣先生、勝呂衛先生にご推薦い
ただき沼津ＲＣに入会することができたこと、入会後多
くの仲間ができたことに大変感謝いたしております。こ
れからも例会への出席を楽しみに在籍年数を伸ばして
いきたいと思います。

在籍5年 山本　洋祐君

在籍5年 渡辺　好司君
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