第3225回例会
会長挨拶
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皆さん、こんにちは。1/19卓話で皆様のご要望をヒア
リングし
「世界一元気な沼津」の実現に向けて取り組んで
いた沼津市の大沼市長が志半ばで急逝されました。今
後は天国から見守ってもらうことになってしまい残念です。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
さて、本日の卓話はＰＥＴＳ報告です。1年は早いも
ので、昨年7月からスタートした本年度も残すところ3ヶ
月となりました。今年はいつもと違って例会数も減らしま
した。戸惑いや至らない点や改善点があると思います。
そこで4/13の例会は皆様との意見交換の場を設け団欒
例会にしたいと考えています。いよいよ新年度体制になり
ますので来年度に期待を込めて4/13に活発なご意見を
出していただくと幸いです。
3/26に藤枝市とインターネットの楽天は小型無人機
「ドローン」を活用して、注文を受けた商品を民家に配
送する物流の実証実験を行ったと報道されました。当ク
ラブの清社長の経営する東部自動車学校さんでもドロー
ンスクールを開講されるそうです。詳しくご本人に聞いて
いただければと思います。他にも税金や年金が一括電子
申請できるようになり、スマホでコンビニ納税や会社の
設立もネット申請ができ人工知能に代わられてなくなる仕
事や生き残る仕事がよく話題になります。マッカーサー財
団のディレクターは「現代の子供たちの65％は、まだ存
在していない職業に従事する」と言います。2030年まで
に登場する新しい10の職業を1つだけご紹介します。9
番目に「組織解散を専門とする職業」があります。この専
門職はビジネスにおいて古くなってしまったシステムや
日々のオペレーションの方法を一新するため組織を解散
し、再編成する専門家です。ＲＣの職業分類表に「組織
解散をする専門家」という欄ができて新会員が入会する
日も近いのかもしれません。
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ビジター

早川

弘之君（伊東）

他ＲＣ出席 山口君（3.23第2回次期Ｇ補佐会議）、細澤

イアン H.S. ライズリー

松村

2018.3.30

君・大村君・積君・山口君・山本君（3.24
ＰＥＴＳ会長エレクト研修セミナー）、峯尾
君・清君（3.27沼津北）

出席報告

友吉

欠席者（6名）
藤田君、金子君、望月君、能見君、
杉山君、渡邉（秀）君
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4月13日（金）
団欒例会
会員誕生日 原田 幸治君
配偶者誕生日 原田 智美様（幸治君）
結婚記念日 渡邉 雅昭君

4月20日（金）
地区研修・協議会報告①
次年度委員長

卓話

ＰＥＴＳ（会長エレクト
研修セミナー）に参加して
副会長

細澤

千本をよくする会

哲哉君

◦第55回総会 2018.4.1
（日）
平成29年度事業報告、収支決算報告、平成30年度
事業計画、収支予算書が報告・承認されました。次年
度の事業計画は、以下のようになっています。
１）千本公園清掃奉仕予定 ＊千本公園八角池前集合
（4月・6月・10月の第1日曜日、
12月の第2日曜日）
4月1日
（日） 午前 9：00 より
6月3日
（日） 午前 9：00 より
10月7日
（日） 午前 9：00 より
12月9日
（日） 午前 9：00 より
＊子守唄歌碑の確認
＊沼津ＲＣ社会奉仕委員会・ＩＡＣとの合同事業開催
２）緑化推進協議会や千本公園に関係のある各種公
的団体の事業に協力する。
３）千本公園や千本松原に関する提言を当局に適宜
行う。
４）千本公園や千本松原に関する卓話をＲＣなどに
行う。

3/24に富士吉田市民会館にて開催されましたＰＥＴ
Ｓに山口次期Ｇ補佐、山本次期Ｇ補佐事務局、大村
副幹事と共に参加してまいりました。次期ＲＩ会長の
テーマを受け地区、各クラブがどのように活動していく
のかについて、しっかりと勉強をさせていただきました。
2018-19年度ＲＩ会長バリー・ラシン氏（バハマ）
はＲＩ会長テーマとして
「Be the Inspiration
（インスピ
レーションになろう）
」
と掲げております。Ｒは今も、そし
てこれからもずっとポール・ハリスが思い描いた団体で
あり続ける。そのために一番大切なのは、前向きな変化
を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、
そして創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、
地域社会、そして組織全体から引き出すための「インス
ピレーション」となる必要があるのだと述べております。
これを受けて星野喜忠ＧＥ
（大月ＲＣ）
は
「何か大きなこ
とに挑戦しようというインスピレーションを、クラブやほ
かのロータリアンに与えてください。自分よりも長く、後
世にも生き続けるものを生み出すために、行動を起こ
す意欲を引き出していただきたいのです」
と解して、1年
間、皆さんと共に良いインスピレーションを生み出せる
活動ができるように努力していきたいと結んでおります。
セミナーでは、星野ＧＥより2018-19年度の会員負
担金及び地区目標として掲げた14項目についての説明
を詳しく受け、当クラブが地区目標を達成するためには
相当な努力が必要であると、改めて自覚を持ちました。
Ｒコーディネーター講演においては、
「さらに活気あ
る元気なクラブになるために」という講演テーマのもと、
現在のＲＣの現状、課題、今後の戦略計画、クラブの
活性化、柔軟性、会員増強戦略等についての講演をい
ただき、今後の活動の道標となるお話をいただきました。
セミナーの中で、野口ＰＧは「たかが1年、どうせな
ら楽しく活動をしましょう」と話されておりました。私も皆
様と一緒に1年間楽しませていただきたいと思っておりま
す。しかし地区の目標達成についての努力も行わなけ
ればなりません。目標達成のためには会員皆様のご協
力が必要です。1年間沼津クラブの名に恥じぬように努
力いたしますので、よろしくお願いいたします。

参加者 奥村君、服部君、石渡君、峯村君、東君、
吉野君、道前君、野際君、實石君、大友君、積君、
向坂君、細澤君、山口君、森藤君、村上君、三好君、
渡邉（雅）君、寺田君、清君、白壁君、渡邊（洋）君、
事務局鈴木様、石渡三代子様、積邦子様、山口奏汰様、
白壁朋也様、白壁昌也様

１．例会変更のお知らせ
（月）
は4/22
（日）
モーニング例会
沼津柿田川…4/23
4/30
（月）
は祝日休会
（水）
は4/20
（金）
早朝例会
長
泉…4/18
（金）
は例会場変更
富 士 宮 西…4/20
２．3/23
（金）
第2回次期Ｇ補佐会議
⇒山口次期Ｇ補佐 出席
３．3/24
（土）
ＰＥＴＳ・会長エレクト研修セミナー
⇒細澤君・大村君・積君・山口君・山本君 出席
４．4/13（金）第2回被選理事・役員及び小委員会委
員長会議
５．4/14（土）地区研修・協議会バス集合時間のご案
内 該当者にのみポストイン
６．4月のロータリーレート 1ドル＝104円

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

理事会だより

◆第10回定例理事会
2018.3.30
（金）
13:40〜
出席者15名

【議事】
１．4月例会プログラムの件

承認

4月13日

団欒例会

4月20日

地区研修・協議会報告① 次年度委員長

4月27日

地区研修・協議会報告② 次年度委員長

5月4日

祝日休会

5月11日

会員リレートーク
会 員
石川

三義君・清

マキ君

２．5/20
（日）
日帰り研修バス旅行の件 承認
３．4/21
（土）
米山梅吉記念館春季例祭祝儀
（10,000
円）
の件 承認
４．藤田君、北澤君、金子君、能見君退会の件 承認
５．新会員候補者の件 承認
６．4〜6月テーブル編成修正の件 承認
７．ネームバッジの件 ⇒見積もりを取る
８．3/16千本をよくする会役員会ＭＵの件 承認
９．会報カラー化の件 ⇒見積もりを取る
１０．米山奨学生の卓話時に集金した募金
（12,000円）
の件 ⇒受付期限を過ぎてしまったため、次期のプロ
ジェクトに募金する。承認

3月合計

18,000円

早川弘之君
（伊東）
…初めて参加させていただきます。
伊東ＲＣの早川です。よろしくお願いいたします。
北澤君…皆様大変お世話になりました。3/31をもちまし
て退会させていただきます。沼津ＲＣの益々のご発展
を祈念しております。ありがとうございました。
峯尾君…初孫が無事生まれました。息子がよく面倒を
見るので私の出番はなさそうです。
山本君…誕生日祝いの記念品ありがとうございます。
吉野君…結婚30年祝いありがとうございます。先輩を
見習い次の目標に向けて頑張ります。
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