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慰労の言葉（石川前会長・山本前幹事） 森藤 恵二
　今日のお二人は穏やかで清 し々いお顔に見えます。
一年間のＲ活動を無事全うされた充実感に満ちあ
ふれておられます。本当に石川会長・山本幹事、
一年間ご苦労様でした。お二人のご尽力のおかげ
で大変楽しい例会を送ることができました。
　65周年記念事業では安平ＰＧ、Ｒの友二神編
集長をお招きしＲの活動の大切さを再認識すること
もできました。また地区補助金を活用した未来の夢
計画では、社会福祉法人輝望会ミルキーウェイへ
スヌーズレンを寄与することができました。
　「全員参加のＲ活動をしよう」を目標に掲げスター
トされた石川年度では、リレートークという初めて
の企画も実施していただけましたし、誕生日祝いの
際にはメンバーからお話する時間も設けていただい
たことで目指す目標は達成されたと思います。石川
前会長の企画でメンバーのこともより一層理解でき
楽しい例会を送ることができました。
　山本幹事におかれましては、会長の補佐をはじめ、
クラブ運営においてもお力を発揮していただき、幹
事としての職務を首尾よく遂行していただきました。
楽しい例会を心がけて運営していただき心より感謝
申し上げます。
　今後ともお二人には沼津ＲＣのために活躍してい
ただけることをお願いし慰労の言葉とさせていただ
きます。一年間、本当にお疲れ様でした。ありがと
うございました。

第3200回例会 2017.8.4

 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.4

　皆様こんばんは。本日は前会長・幹事慰労会ならび
に会長・幹事激励会を開催いただき誠にありがとうござ
います。また、夜間例会に早くからご参加いただき重ね
て感謝申し上げます。三好プログラム委員長と大友親睦
委員長のご尽力で楽しい企画も控えていますので会長挨
拶は感謝の気持ちばかりですが、取り急ぎ簡単にご挨拶
申し上げます。
　先日の夏まつりクリーン作戦は残念ながら雨でした。
沼津ＲＣとしては中止にしましたが、私は現場にいまして、
メンバーが誰もいないことを見届けて帰りました。学生さ
んたちは諸般の事情から多数ご参加していましたが、我々
は雨が一粒でも降れば中止というスタンスでよろしいと思
います。一つだけ心残りは新しいユニフォームを着れな
かったことですが、今年は対外的にＰＲする機会がござ
いますので次のお楽しみにします。
　さて、ポリオ撲滅街頭募金活動について、8/1にサン
トムーンさんへ4ＲＣの会長で出向き、打ち合わせをして
きました。今のところ9/23のお昼前後を予定しています
のでスケジュール調整をお願いします。募金活動を通じ
4ＲＣと親睦を深め、対外的にもＰＲができる上に屋内
ですので雨が降っても中止になりません。どうぞよろしく
お願いします。
　最後に、本日のゲスト三遊亭朝橘師匠にお忙しいとこ
ろ出演していただける幸せと出身地の沼津の星としてます
ますのご活躍を祈念申し上げます。

他ＲＣ出席  峯尾君（7.17ポートランドメトロポリタン）・
大熊君（8.3富士山吉原）

欠席者（8名）
金子君、北澤君、楠木君、峯村君、
峯尾君、野際君、奥村君、塚本君
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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

結婚記念日　楠木　公一君、山本　洋祐君

8月25日（金）
　ガバナー公式訪問（沼津柿田川ＲＣと合同）

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
　沼津柿田川…8/28（月）は8/25（金）合同例会
　富　士　宮…8/28（月）は夜間例会
　長　　　泉…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 ⇒沼商ＩＡＣ・
桐陽高校ＩＡＣ　参加
３ ．「ロータリーの友」 8月号配布

道前君…石川君・山本君、会長・幹事の大役を果た
し安堵していることを拝察しています。ご苦労様でした。
石川（三）君…慰労会ありがとうございます。1年間、
皆様にお世話になりました。
積君…石川前会長・山本前幹事、1年間ご苦労様
でした。
吉野君…石川前会長・山本前幹事、お疲れ様でした。
また本日は三遊亭朝橘師匠とご一緒できて幸せです。

広　報 リーダー　　森藤　恵二
　各委員会と連携を密に行い、広く地域の皆様にＲ
の奉仕活動を理解していただけるよう、マスコミへ
の働きかけを行います。ご協力よろしくお願いします。
広報・雑誌　【広報】一般の人々にＲＣの活動につ
いての理解が少しでも広がるよう、マスコミ関係に
クラブ活動の情報提供をする。【雑誌】Ｒの友に対
する関心を喚起するため、必読記事の紹介、公共
の場への配布、外部卓話者への贈呈、会員並び
にクラブ行事の投稿を実施する。
会員維持増強 リーダー　　實石　　学
　会員増強は積極的に進めなければならないクラ
ブにとっての最重要課題の1つです。また、勧誘を
することにより各会員がＲへの理解や価値の認識に
ついて改めて考えることができる絶好の機会ですの
で、会員全員一丸となって増強を進めていただきた
いと思います。各小委員会や会員相互の情報交換
や話し合いの場を色々な機会に行い、増強に努め
ます。皆様からの情報もしっかり取り入れていきます
ので、よろしくお願いします。
会員選考　会員により推薦された人の人格、職業
上および社会的地位並びに一般的な適格性を審査
し、委員会の決定を理事会に報告する。
Ｒ情報　会員候補者にＲＣ会員の特典と責務に関
する情報を提供し、会員にあらゆるレベルのＲの
歴史、綱領、活動に関する情報を提供する。そして
Ｒそのものを理解してもらう。
会員増強　地区研修・協議会で成功事例の話があ
りました。沼津ＲＣでも良いところは取り入れて一人
でも多くの会員を増やし、退会者をなくすことが大事
です。皆様のご協力が頼りです。どんな些細な情報
でも良いので情報提供をよろしくお願いいたします。
職業分類　会員減少により空白が目立っています。
また、時代の経過とともに今後充足されそうなもの
や項目もあります。当クラブでの状況を踏まえ、バ
ランスの良い会員増強を心がけ力を注ぎます。

広　報 リーダー　　森藤　恵二

会員維持増強 リーダー　　實石　　学

第1回クラブ協議会❷

前会長・幹事慰労会（夜間例会）

アトラクション 「落語」
　沼津市出身で、この度真打になられた三遊亭朝
橘師匠の一席で大いに盛り上がり、楽しい時間を過
ごすことができました。

ロータリーの標語

超我の奉仕
Service above Self
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