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　皆さん、こんにちは。今日は第3回クラブ協議会で太
田昭二Ｇ補佐にご足労いただき、誠にありがとうござい
ます。
　今年の東海地方の入梅は6月8日頃で7月21日に梅
雨明けするようです。梅雨の間はじめじめしますが、さわ
やかに次年度へバトンタッチできますよう皆様には最後
のご協力をお願いします。
　さて、ここのところ梅雨の走りか、天気がぐずついてい
ますが、今度の日曜日5月20日は白壁職業奉仕委員長、
大友親睦活動委員長に名古屋方面に研修旅行を企画し
ていただき出かけてまいります。初めての日曜日開催で、
きっと旅行日和になると思います。
　参拝予定の熱田神宮は、神話に出てくる草薙の剣（く
さなぎのつるぎ）が祀られているパワースポットです。皆
様がご存知の天照大御神がニニギノミコトに継承した三
種の神器（鏡、玉、剣）で日本の歴代天皇が継承してき
た宝物です。ヤマトタケルノミコトが草薙の剣を譲り受け、
移動中だまし討ちに遭って周りを火で囲まれたとき、草を
薙ぎ、火打石で焼いたとき燃え上がった火が向い火となっ
てその場から逃げることができました。草を薙いだことが
「草薙」の地名の由来で、草を焼いたことから「焼津」の
地名も生まれたそうです。
　松村Ｇのお膝元焼津にもゆかりのある神社があり、草
薙にも荘厳な雰囲気でパワーを感じられる草薙神社があ
るそうです。今回スケジュールが合わずに参加できない
方も古事記、日本書紀で神話に親しみを持っていただき
お近くの神社でパワーアップしていただくきっかけになれ
ば幸いです。

ゲスト  太田　昭二様（静岡第3分区Ｇ補佐）

他ＲＣ出席  野際君（5.16三島）、實石君（5.17沼津
西）、清君（5.18裾野）

欠席者（10名）
實石君、木村君、楠木君、峯尾君、
三好君、森藤君、長橋君、野口君、
渡邉（秀）君、渡邊（洋）君
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5月25日（金）
　「フィリピンの貧困地区からの脱出の支援について」
　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人国際教育サポーター協会
 理事長　　高橋　達也様

会員誕生日　道前　　勇君、山口　和一君
結婚記念日　積　　惟貞君

6月1日（金）
　卓話（未定）

ガバナー補佐期末訪問
　　　静岡第3分区ガバナー補佐
 　　太田　昭二様

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…5/28（月）は5/26（土）
 近江八幡交歓例会 例会場変更
　　　　　　　6/25（月）は例会場変更
 ＠志ほ川 18:30～
　富　　　士…5/30（水）は休会
　　　　　　　6/6（水）は移動例会
　新　富　士…6/26（火）は6/23（土）期末例会
 ＠伊豆長岡ホテルサンバレー
　富士山吉原…6/28（木）は夜間例会 会長幹事慰労会
２ ．6/1（金）第3回被選理事・役員・小委員長会議
３ ．6/8（金）移動例会のご案内 5/11ポストイン
⇒出欠回答を事務局へご提出ください

野際君…Ｄテーブルの皆さんには大変楽しいテーブル
会ありがとうございました。
積君…テーブル上に「ホテル・クーネル・イン」のパン
フレットを置かせていただきました。多少関係あるのです。
渡邉（真）君…本日は誕生日祝いありがとうございます。
47歳です。まだまだ現役で若い衆には負けないように
がんばります。
山口君…太田Ｇ補佐、本日はご指導をよろしくお願い
いたします。
吉野君…本日は太田昭二Ｇ補佐にご足労いただきあり
がとうございます。紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

第3回クラブ協議会 ❶
クラブ管理運営 リーダー　細澤　哲哉
　クラブ管理運営は出席、親睦、会報、プログラムの4
委員会で構成され、事業計画に基づき活動を行ってま
いりました。1年間無事に運営できましたことは、各委員
会の皆様の努力と、会員皆様のご協力のおかげです。
鈴木事務局員、ホテルスタッフの皆様にも御礼申し上
げます。ありがとうございました。
出席　出席100％は、上期は3回ほどありましたが、下
期はまだ達成されておりません。なお一層のメーキャッ
プをお願いします。出席委員一同、笑顔で皆様をお出
迎えします。あと少し、よろしくお願いいたします。
親睦　昨年12/22忘年家族会は皆様のご協力で滞りな
く終了できました。5/20職業奉仕委員会と連携し日帰り
親睦旅行を実施、6/8移動例会で当クラブ会員の事業
所見学を実施予定です。よろしくお願いいたします。
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、プログラム委員会のご協力で
原稿回収も順調に進めることができました。会報委員会
服部さん、村上幹事や事務局鈴木さんにもお力添えを
いただき、滞りなく発行できています。引き続きご協力を
よろしくお願いいたします。
プログラム　魅力ある例会となるよう取り組みました。
外部卓話を合計7回、会員リレートークは6回合計12
名の会員に楽しいお話をしていただきました。今後とも
皆様のご協力をお願いいたします。

クラブ管理運営 リーダー　細澤　哲哉

　1年間にわたり、ＲＩ第2620地区静岡第3分区の事
業についてご理解したうえで、ご協力・ご支援いただい
たことに心より感謝とお礼を申し上げます。
【事業報告】
①END POLIOキャンペーン
•新富士ＲＣ　2017/9/9　「おきがる無料相談所」
•富士宮西ＲＣ　2017/9/10　イオン富士宮
•沼津ＲＣ、沼津北ＲＣ、沼津柿田川ＲＣ
　2017/9/23　清水町サントムーン
•富士宮ＲＣ　2017/10/1
　愛鷹広域公園多目的競技場
•富士山吉原ＲＣ　2017/10/2
　ベネビヴィッツ弦楽四重奏団コンサート
•富士ＲＣ　2017/10/27　ＪＲ富士駅前
②地区大会　2017/11/11、12
　焼津グランドホテル・焼津文化会館
③ＩＭ　ホスト：沼津柿田川ＲＣ　2018/2/25
　沼津リバーサイドホテル　テーマ：「未来へつなごう」
　～若者たちに私たちができること～
【新グループ編成】
次年度Ｇ補佐　沼津ＲＣ　山口和一様
静岡第2グループＧ補佐順番
①沼津②富士山吉原③沼津北④富士⑤富士宮
⑥御殿場⑦沼津柿田川⑧裾野⑨長泉⑩富士宮西
⑪新富士⑫沼津西
　Ｇ補佐を務めた期間はとても幸せでした。色々な事業
に参加し、色々な場所に出掛け、色々な人 と々出会い、
ふれあうことで沢山のことを学び、それらを吸収すること
で自分自身を高め、人間性がより深く磨かれたと思うか
らです。まさにＲは人間修行の場、それを体験できたこと
は今までで得る事のできない喜びでした。この機会を与
えられたことに心から感謝します。こうして皆様の前でお
話しでき、顔見知りになったことも、これ以上なく喜んでお
ります。これからも「それでこそロータリー」のように、ど
こで会ってもやあと言おうよの声掛けを忘れず皆様方と
接していきたいと思っております。ありがとうございました。

　親睦活動委員会・職業奉仕委員会の共同で、日帰
り研修親睦旅行が開催されました。今年の行先は名古
屋で、まずは草薙の剣が祀られていることで有名な「熱
田神宮」を参拝し、「なごや花亭美よし」にて昼食の後は、
ノリタケカンパニーリミテドが地域社会貢献のために設
立した複合施設「ノリタケの森」を訪れ見学をしました。
　参加された皆様におかれましては、初夏のきれいな
緑があふれる景観を楽しみながら、親睦を深められた
ことと思います。皆様、お疲れ様でした。

参加者　石渡君、三好君、大村君、大友君、向坂君、
清君、積君、白壁君、杉山君、塚本君、渡邉（雅）君、
渡辺（芳）君、渡邊（洋）君、山口君、吉野君、石渡三
代子様、積邦子様、杉山八千代様、渡邉久代様、渡
辺多美子様、渡邊佐和子様、渡邊（洋）君のお子様、
吉野しのぶ様 

日帰り研修親睦旅行開催

2018.5.20（日） 行先：名古屋
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渡辺（芳）君、渡邊（洋）君、山口君、吉野君、石渡三
代子様、積邦子様、杉山八千代様、渡邉久代様、渡
辺多美子様、渡邊佐和子様、渡邊（洋）君のお子様、
吉野しのぶ様 

日帰り研修親睦旅行開催

2018.5.20（日） 行先：名古屋


