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皆様こんにちは。本日は太田昭二Ｇ補佐に期首訪問い
ただき、事務局の伊東毅様、沼津柿田川ＲＣの前田会長、
川口幹事とともにご出席いただき誠にありがとうございま
す。また、沼津柿田川ＲＣの前田会長には、沼津の4ク
ラブ合同で行う9/23予定のポリオ撲滅街頭募金につい
てご尽力いただき感謝も申し上げる次第でございます。
街頭募金の会場となりますサントムーンさんに、8/1に4
クラブの会長が揃って現地で打ち合わせする予定です。
さて、先週の7/22に会員増強・維持セミナーが静岡で
開催され、当クラブから楠木委員長と2名で出席してまい
りました。分科会では太田昭二Ｇ補佐に各クラブの近況
や問題点などを引き出していただき大変参考になりました。
例えば友人同伴例会を行っているクラブや、ＪＣや商工
会議所、他団体との交流や増強目標を明確にし具体的
に書き出していくクラブなど、他のクラブの良い点を真似し
て楠木委員長とともに皆様のところへ回りたいと思います。
若い会員や女性を増やしていこうと各クラブの共通の
テーマのようになっていますが、とりわけ当クラブでは職
業会計人が空席になっていますのでよろしくお願いします。
早いもので7月の例会も本日最後となり本日は理事会
がございます。また、週末には早朝の夏まつりクリーン
作戦がございますが、沼津ＲＣの新しいユニフォームで
対外的にもアピールしていきたいと存じます。また、沼津
ＲＣの石碑のある駅前の花壇の横をよく通りますが、花
壇の外周の石の上に座っている人をよく見かけます。目
の前にコンビニもありますが、皆様のお蔭で綺麗に整備
されています。これからは椅子なども置いて、今必要とさ
れるものを社会に提供していくこともＲＣとして情報発信
できる場だと考えます。そういうことも話し合うきっかけと
して本日のクラブ協議会が年初7月の例会にありますこ
とに感謝し、1年間を有意義に過ごしていきたいと考えま
す。どうぞよろしくお願いします。
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ゲスト
ビジター

太田

昭二様、伊東

前田

守君、川口

毅様
尚史君
（沼津柿田川）

他ＲＣ出席 峯村君・吉野君（7.9地区Ｒ財団セミナー）、
楠木君・吉野君
（7.22会員増強・維持セミ
ナー）
、積君（7.22米山梅吉記念館運営
委員会）
、
金子君
（7.26長泉）
、
積君
（7.27
富士山吉原）
、奥村君
（7.27沼津西）

イアン H.S. ライズリー

松村

出席報告

友吉

欠席者（6名）
石川（秀）君、峯尾君、三好君、
能見君、大熊君、塚本君
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☎〈055〉963-0515

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）

963-5202
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8月11日（金） 祝日休会
8月18日（金） 会員増強・拡大月間担当例会
（地区会員増強・維持セミナー報告）
会員増強委員長
楠木 公一君

第1回クラブ協議会❶
クラブ管理運営

リーダー

細澤

理事会だより
哲哉

会長の方針に基づきクラブの管理と効率的な運営を
実施します。各委員会と連絡を密に取り、調整を行い、
当クラブの活動が活発に行うことができるように心がけ
ます。会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
出 席 ①全会員に出席の重要性を認識していただく。
②例会出席への努力と、出席できない時のメーキャップ
の活用の浸透。③新入会員および、Ｒ歴の浅い会員
に対して、クラブの各種会合への出席を奨励。
親 睦 ①委員は例会開始の45分前に集合し、受付
準備を行う。②ゲストの方へはＳＡＡ並びにプログラ
ム委員会と事前に打合せを行い、ご案内や接待に失礼
のないよう心配りする。③ビジターの方へは会場内への
ご案内をスムーズに行えるようにＳＡＡと調整を図る。
④スマイルボックスの集計並びに例会時に報告。
会 報 沼津ＲＣの伝統を踏まえ、読みやすく情報満
載な会報を心がけます。①年間行事・連絡事項・委員
会活動の情報を掲載。②会員相互の親睦、情報交換と
しての紙面作り。③記録紙としての紙面作り。
プログラム 沼津ＲＣの方針に沿って、魅力ある例会
を目指し、参加型の卓話を実施していきます。外部卓
話のさらなる充実と、会員の皆様によるリレー式卓話も
継続していきたいと企画しています。

◆第2回定例理事会
2017.7.28（金）13:45〜 出席者15名
【報告事項】
１．夏まつりクリーン作戦の件 7/30（日）
⇒参加予定者17名
２．8.25（金）
ガバナー公式訪問の件
⇒会長幹事会 午前10:00〜
３．2017-18年度事業計画書クラブ定款差し替えの件
⇒コピー配布で対応
【議事】
１．8月例会プログラムの件 承認
8月11日
8月18日

祝日休会
会員増強・拡大月間担当例会
（地区会員増強・維持セミナー報告）
会員増強委員長
楠木 公一君
8月25日
ガバナー公式訪問
（沼津柿田川ＲＣと合同）
9月1日
お酒の楽しみ方
沼津酒・ながしま
長島 珠美様
２．次期会長指名委員会の件 承認
⇒例年通り進める
３．沼津4ＲＣ合同夜間例会 承認
⇒会費8,000円/人の内2,000円をクラブ負担、6,000
円を参加者負担
４．周年事業に向けた積立の件 承認
⇒10,000円/人・年
５．その他 ⇒ガバナー公式訪問の際、沼商・桐陽
高校ＩＡＣに出席要請する

ガバナー補佐期首訪問
静岡第3分区ガバナー補佐

太田

昭二様

ＲＩ会長のテーマ
「ロータリー：変化をもたらす」
「Ｒとは何ですか」という問いに、私たちは「ロータ
リー：変化をもたらす」というテーマで答えます。どのよ
うな方法で奉仕することを選んだとしても、奉仕を通じ
て人々の人生に変化をもたらせると信じているからです。
松村Ｇ：大事なことは、Ｒの理念や価値観は全く変わっ
ていないことです。変えていくものと変えてはならないも
のをしっかり見極めることが大切で、我々も、一方で必
要な変化をもたらしながら、一方で守るべきものは守っ
て価値あるＲ活動を続けていくことが求められています。
2017〜2018年度 地区目標
１．ＲＣセントラルの100％活用
（重点目標1）
２．会員増強目標の達成
（重点目標2）
３．Ｒ公共イメージの向上と END POLIO への支援
（重点目標3） 10/24（火）世界ポリオデーに合わせ、
静岡・山梨でＲＣＰＲ新聞全面広告を掲載。9/1〜
10/23、地区内79クラブでエンドポリオＰＲ＆募金
活動を展開。募金活動は新聞社に取材・掲載してもら
う。ＳＮＳを活用した発信を試みる。募金総額の多少
に関わらずポリオプラス募金への寄付に充てる。
８．分区の再編の準備 現在の静岡第3分区は今期限
り、次期星野年度は御殿場・裾野・長泉のＲＣを加
えて静岡第2グループに再編されます。
Ｇ補佐より一言 ライズリーＲＩ会長は「Ｒとは何で
すか」の問いに「ロータリー：変化をもたらす」と答えま
した。私は同じ問いに「楽しくなければＲではない」と答
えます。つまり、Ｒ活動は楽しくやりましょうということです。
楽しくやるためにはＲについての知識・情報をより深く
理解し学習しなければなりませんが、困難なことではあ
りません。毎月皆様のお手元に届く
「Ｒの友」
を熟読する
ことです。Ｒの友は情報の宝庫です。そこから得られた
知識を自分の中に吸収して例会やＲ行事に参加すると
新たな世界が見えてきます。そうなれば、Ｒを楽しもうと
いう気持ちが自然と湧いてくるに違いありません。Ｒを
楽しむことは、自分自身を高めることに繋がり、毎日の
生活やこれからの人生をより豊かに彩ることでしょう。
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
は特別休会
富士山吉原…8/10（木）
は夜間例会
沼 津 北…8/8（火）
8/15（火）
は裁量特別休会
は祝日休会
富 士 宮 西…8/11（金）
は特別裁量休会
裾
野…8/11（金）
8/18（金）
は夜間例会
は休会
富 士 宮…8/14（月）
8/28（月）
は夜間例会
は特別裁量休会
長
泉…8/16（水）
8/23（水）
は8/26（土）夜間例会
２．7/30（日）〜31（月）ＩＡＣ第44回年次大会（＠山
梨県立八ヶ岳少年自然の家）⇒峯尾青少年委員長・
寺田君・沼商ＩＡＣ・桐陽高校ＩＡＣ 参加予定
３．沼津ＲＣスタッフベストが完成しました
４．8月のロータリーレート ⇒1ドル＝111円
５．10/14（土）第16回Ｒ全国囲碁大会のご案内

7 月合計

27,500 円

前田 守君（沼津柿田川）…今年度沼津柿田川ＲＣの
会長を務めます。1年間よろしくお願いいたします。
川口 尚史君（沼津柿田川）…今年度沼津柿田川ＲＣ
幹事をやらせていただきます。よろしくお願いします。
奥村君…恒例の第14回パナソニックパンサーズバレー
ボール教室開催。小・中学生、婦人200名でスター選手
と楽しくプレー。疲れた背中も喜びの顔に癒されます。
積君…太田Ｇ補佐をはじめ柿田川ＲＣの皆様よくおいで
くださいました。本日はよろしくお願い申し上げます。
白壁君…8/26（土）14:30〜人間力大学沼津校が開校
します。福岡の女金八先生でとても有名な香葉村真由美
先生がきます。20名集めます。
ご協力よろしくお願いします。
山本君…5年在籍のマスカットとホームクラブ100％出席
の桃ありがとうございました。なぜか、マスカットが届
いた2日後に桃が届きました。
吉野君…太田昭二Ｇ補佐、伊藤毅様、前田会長、川口
幹事、沼津柿田川ＲＣの皆様ありがとうございます。
7/30（日）の夏まつりクリーン作戦は、
雨天のため中止となりました。
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