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　皆さん、こんにちは。次年度の地区研修・協議会へ行っ
てきました。本日のメインプログラムで報告がございます。
大月ＲＣは十数名が在籍するクラブですので、運営も大
変です。当日は星野Ｇの息子さんにお会いでき、親子ロー
タリアンということがわかりました。
　開会し、壇上で役員がご挨拶され、当クラブからは積
ＰＧが「米山梅吉記念館からのお知らせ」ということで、
理事長としての責務を果たすべくご挨拶をされていました。
分科会では女優の大塚良重さんが米山梅吉翁の妻役で
「語り」をしました。皆さんご存知の通り、米山梅吉翁は
日本のＲＣの創始者です。13歳で沼津中学に入学し、
青山学院にも私財を投じて創設し農業、医療、福祉、
学術研究と奉仕の人として功績を残しています。
　話は変わりますが今、日本最先端で注目される、山
形県鶴岡市。クモの糸をヒントに開発された、糸をあや
つる「スパイダーマン」の映画のようなベンチャー企業が
あります。ここにある慶應義塾大学先端生命科学研究所
は2001年に新規産業を根付かせるために設立されまし
た。学長から抜擢された、現在の富岡所長とお会いする
ことができました。当時（18年前）の首長の「少しもぶれ
ない姿勢」をたたえていました。この市町は富塚陽一氏
で18年勤め上げ最後に「行政は主観ではなく、客観的な
データを生かして進めなければならない。職員は評論家
でも学者でもない。しっかりと調査した上で客観的な事
実を把握して行政を進め、ぜひ、先人たちの築いたこの
素晴らしい地域を守ってください」と語って退任したそう
です。慶應義塾大学のかかわる沼津のAOI-PARCです
が、米山梅吉翁や鶴岡市をお手本に発展していただき
たいと願っています。

ビジター  長田　朱美君（浦和東）、
 杉山　栄一君（沼津北）

他ＲＣ出席  上田君（4.19沼津西）

欠席者（8名）
木村君、髙地君、望月君、清君、
上田君、塚本君、渡邉（真）君、
渡邉（秀）君
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4月27日（金）
　地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

配偶者誕生日　森藤こずえ様（恵二君）

5月4日（金）　祝日休会
5月11日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　石川　三義君・清　　マキ君

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…4/30（月）は祝日休会
　富　士　宮…4/30（月）は休会
　　　　　　　5/28（月）は5/26（土）
 近江八幡交歓例会 例会場変更
　富 士 宮 西…5/4（金）は祝日休会
　　　　　　　5/25（金）は5/26（土）
 岡谷エコーＲＣとの交流例会
２ ．4/20（金）第1回次期会長・幹事会
⇒山口君・細澤君・大村君・山本君出席予定
３ ．4/21（土）米山梅吉記念館春季例祭＠米山梅
吉記念館ホール14:00～
４ ．5/20（日）日帰り研修バス旅行のお知らせ
4/13ポストイン
⇒出欠回答・会費納入は受付にて
５ ．次年度会員名簿原稿 4/13ポストイン
⇒ご確認の上、事務局までご提出ください

長田朱美君（浦和東）…本日は、メークアップでお
伺いしました。勉強させていただきます。
細澤君・大村君…地区協議会に参加された皆様、
大変ご苦労様でした。これからもよろしくお願いいた
します。
向坂君…結婚45年（4月22日（良い夫婦））となりま
した。よく持ちました。
渡邉（雅）君…先週は、金婚式のお祝いありがとうご
ざいました。
吉野君…次年度の地区研修・協議会報告よろしく
お願いします。今年もだんだん残り少なくなってきま
した。ありがとうございます。

 次期会員増強委員長　　吉野　聖一
　会員維持・増強委員会は新会員と合同で行われ
ました。司会の倉嶋地区幹事から志田ＰＧの紹介
があり、女優の大塚良重さんが米山梅吉翁の妻役
で「語り」がありました。新年度より静岡第2グルー
プになります。委員長からは7/14に富士吉田市民
会館で行われますセミナーに向けて今から準備をし
てほしいというお話がありました。40名未満のクラ
ブで純増1名、40名以上のクラブで純増2名と目
標設定されています。従って沼津ＲＣは純増2名と
いうことになります。細澤会長の目標に向けて皆様
のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 次期職業奉仕委員長　　渡邊　洋二郎
　相川義美次年度地区職業奉仕委員長より、Ｒの
基本理念についてのお話、職業奉仕の手引きから
その実践について説明があり、職業分類に関して
のアンケートもありました。今後、地区からクラブ
に対し、職業分類の見直しと整理、未充填の分類
に関し、会員増強を促されることになるのではと思
います。さて、昨年1月に前橋ＲＣの本田ＰＧがＲ
の友で発表された記事 「『職業奉仕』はＲの根幹
か？」において、職業奉仕がＲの金看板ということ
に疑問を投げかけ、ロータリアンに様々な反響を呼
んでいますが、職業奉仕がＲの五大奉仕の1つで
あることに変わりはなく、その実践をしていかなけ
ればなりません。他クラブの職業奉仕活動を参考に
当クラブで可能な職業奉仕活動を見つけていけれ
ばと思っております。また、来年1/26、都留にある
山梨県男女共同参画推進センターにて、職業奉仕
セミナーが開催されます。元ＲＩ職業奉仕委員長・
元ＲＩ理事である八戸南ＲＣの黒田正宏ＰＧにご
講演いただく予定となっています。セミナーの報告
や、必要な情報の提供により、皆様の職業奉仕の
理解につながればと思います。

 次期社会奉仕委員長　　大熊　宏幸
　社会奉仕委員会は、岡本一八・生子哲男両ＰＧ
をアドバイザーとして、今回初めて国際奉仕委員会
と合同で開催。その目的は、奉仕活動に国境はなく、
国際理解・地域社会への理解を深め、幅広い社会
（国際）奉仕の実践を推進するためとしています。社
会奉仕はクラブの規模にかかわらず取り組みやすく、
「どのようにしたら地域のインスピレーションになれ
るのか」を念頭に、寄付だけでなく汗をかきながら
の活動が大事であるとの示唆がございました。また、
本年9/2にヤフー㈱の内藤剛氏を招き「ＩＴを通し
ての社会奉仕・国際奉仕とは」をテーマに社会奉仕・
国際奉仕委員会の合同セミナーが開催予定です。

次期会員増強委員長　　吉野　聖一

次期職業奉仕委員長　　渡邊　洋二郎
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 次期国際奉仕委員長　　三好　勝晴
　今回の研修会は、今年9/2に合同セミナーを開
催する予定になっているために、社会奉仕委員会と
の合同で行われました。Ｒの五大奉仕活動が「奉
仕の理想」として綱領に明記されています。国際理
解、地域社会への理解を深め、友情と親睦の絆を
持ち、世界の恒久的な平和を実現、継続させるよう
な奉仕活動を行い、Ｒの精神哲学である奉仕を常
にクラブ、地区のロータリアンに推進し、また認識を
促すよう活動を行います。国際的な奉仕活動を含め、
幅広い分野での活動を見据えての合同セミナーです。
グローバル補助金やマッチンググラントの積極的
な活用も勧めていました。ただ、グローバル補助金
は、活用するにはハードルが高く、一度始めると閉
めるのも大変なような話もありました。浜松北ＲＣ
の実績の話があり、かつて補助金は使わなかった
が、カンボジアのある学校の校舎建設をしたことが
あり、大変ではあったが、クラブの活性や結束に
つながったことがある旨の報告もありました。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

【地区研修・協議会出席者】　山口君・細澤君・
大村君・山本君・吉野君・野口君・渡邊（洋）君・
大熊君・三好君・峯村君・村上君・渡邉（雅）君・
積君・實石君・事務局鈴木さん

次期国際奉仕委員長　　三好　勝晴

地区研修・協議会報告①
2018.4.14㈯　於：アピオ甲府
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 次期国際奉仕委員長　　三好　勝晴
　今回の研修会は、今年9/2に合同セミナーを開
催する予定になっているために、社会奉仕委員会と
の合同で行われました。Ｒの五大奉仕活動が「奉
仕の理想」として綱領に明記されています。国際理
解、地域社会への理解を深め、友情と親睦の絆を
持ち、世界の恒久的な平和を実現、継続させるよう
な奉仕活動を行い、Ｒの精神哲学である奉仕を常
にクラブ、地区のロータリアンに推進し、また認識を
促すよう活動を行います。国際的な奉仕活動を含め、
幅広い分野での活動を見据えての合同セミナーです。
グローバル補助金やマッチンググラントの積極的
な活用も勧めていました。ただ、グローバル補助金
は、活用するにはハードルが高く、一度始めると閉
めるのも大変なような話もありました。浜松北ＲＣ
の実績の話があり、かつて補助金は使わなかった
が、カンボジアのある学校の校舎建設をしたことが
あり、大変ではあったが、クラブの活性や結束に
つながったことがある旨の報告もありました。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

【地区研修・協議会出席者】　山口君・細澤君・
大村君・山本君・吉野君・野口君・渡邊（洋）君・
大熊君・三好君・峯村君・村上君・渡邉（雅）君・
積君・實石君・事務局鈴木さん

次期国際奉仕委員長　　三好　勝晴
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