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　皆様、こんにちは。本日は第2620地区の松村友吉Ｇ
の公式訪問を賜り、沼津ＲＣと沼津柿田川ＲＣで合同
例会が開催されますこと心より感謝申し上げます。松村Ｇ、
倉嶋幹事、金丸副幹事、早朝よりご足労いただき誠にあ
りがとうございます。また、7月最終例会には太田昭二Ｇ
補佐の期首訪問で卓話をいただき誠にありがとうござい
ました。沼津柿田川ＲＣの前田会長には、沼津4クラブ
で予定しておりますポリオ撲滅街頭募金の調整役として4
クラブの会長とサントムーン柿田川さんへご一緒いただ
きこの場でご報告するとともに感謝申し上げます。さて、
本日は松村友吉Ｇから重要なメッセージが伝えられると
思いますので、皆様と一緒に楽しみにしています。ご存知
のとおり、本年度はイアン・ライズリーＲＩ会長の「ロータ
リー：変化をもたらす」というテーマがございます。先日
も静岡第3分区9クラブが、新たに御殿場・裾野・長泉
の3クラブが加わり静岡第2グループ、12クラブとして運
営方法について臨時会長幹事会が開催されました。これ
も一つ変化しました。私は本年度会長として年初より「変
化を楽しもう」と呼びかけております。先日の太田昭二Ｇ
補佐の卓話では時間の関係で謝辞を申し上げることがで
きませんでした。お話の中で太田Ｇ補佐は「楽しくなけれ
ばＲではない」そして「楽しむためにはＲの友を読んで知
識を増やそう」と、まったく仰せのとおりだと思います。Ｒ
の友7月号を見ますと、Ｐ30には松村Ｇの横顔が掲載
されていました。ご覧になられた方も多いと思いますが、
松村Ｇは大変な読書家で「日本を徳治の国に」という本
の著者でもあります。この本も日本が変化するきっかけに
なります。こちらもご一読いただきますと、Ｒだけでなく
人生がますます楽しくなるのではないかと思います。

ゲスト 	太田　昭二様（沼津柿田川）、	
松村　友吉様、倉嶋　伸康様、	
金丸　好孝様（焼津）

他ＲＣ出席 	山本君（8.21沼津柿田川）、白壁君（8.22
沼津北）、細澤君・實石君・山口君（8.19
米山梅吉記念館運営委員会）、金子君・
藤田君（8.23長泉）

欠席者（6名）
髙地君、三好君、望月君、塚本君、	
渡邉（秀）君、山本君
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9月1日（金）
　お酒の楽しみ方
	 沼津酒・ながしま　　長島　珠美様

会員誕生日　渡辺　好司君
配偶者誕生日　寺田　弘子様（鼎君）

9月8日（金）
　外部卓話「地方創生について」
	 沼津市政策企画課企画係長　　渡邊　尚志様

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

ご挨拶
　　ＲＩ2620地区　2017-18年度
	 ガバナー　　松村　友吉様

沼津柿田川ＲＣと合同例会
ガバナー公式訪問　卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　富 士 宮 西…9/8（金）は9/10（日）
	 ポリオプラス街頭キャンペーン
　　　　　　　9/15（金）は米山記念館訪問例会
　　　　　　　9/22（金）は祝日休会
　富　士　宮…9/11（月）は9/14（木）夜間例会
　　　　　　　9/18（月）は休会
　新　富　士…9/12（火）は9/9（土）
	 おきがる無料相談所＠ロゼシアター
２ ．九州北部豪雨災害義援金ご協力のお願い
３ ．9/23（土）第14回Ｒ韓日親善会議2017のご案内

8月合計　16,500円
東君・峯村君…Ｆテーブル会を8/23に行いました。塚本
さんにはおいしい料理とお酒を大変お世話になりました。
實石君・渡邊（洋）君…今週の火曜日、Ｄ・Ｅの合同テー
ブル会がさすよ亭で開催されました。おいしいお酒とおいし
い食事で楽しい時間が過ごせました。芳彦さんと真司さ
んには大変お世話になりました。ありがとうございました。
實石君…誕生日のお祝いありがとうございます。58にな
ります。これから更に頑張ります。
大熊君…8/23塚本さんのお店でＦテーブル会が開かれ、
大変楽しくおいしい会になりました。ありがとうございました。
積君…松村Ｇ、倉嶋地区幹事、お暑い中お疲れ様です。
本日はよろしくお願いします。
白壁君…女金八先生と言われている香葉村真由美先生
の講演会がいよいよ明日です。本も出版されました。「本当
は子供たちが先生」といつも言われて、生徒を信じ切る素
晴らしい先生です。ぜひ来てください。よろしくお願いします。
渡邉（真）君…8/22（火）Ｄ・Ｅ合同テーブル会が開催さ
れました。楽しい時間を過ごせました。さすよ亭を利用
してもらいありがとうございました。
吉野君…松村友吉Ｇの著書『日本を徳治の国に』で日
本が良くなりますように！ 倉嶋地区幹事、金丸副幹事、
早朝よりありがとうございます。

◆第3回定例理事会
　2017.8.25（金）13:45〜　出席者17名

【議事】
１ ．9月例会プログラムの件　承認

9月8日 外部卓話「地方創生について」
　　　沼津市政策企画課企画係長
	 渡邊　尚志様

9月15日 「地区Ｒ財団セミナー報告」
	 Ｒ財団委員長　　峯村祐紀子君

9月22日 祝日休会
9月29日 補助金プロジェクト「未来の夢計画」

贈呈式
10月6日 米山学友の卓話またはリレートーク

２ ．10〜12月テーブル編成の件　承認
３ ．9/16（土）米山梅吉記念館秋季例祭祝儀10,000円

支出の件　承認
　⇒例祭参加呼びかけについてポストインする
４ ．9/23（土・祝）ポリオ撲滅街頭募金活動（沼津4Ｒ

Ｃ合同）の件　承認　⇒出欠案内ポストインする
５ ．平成29年九州北部豪雨災害支援協力の件　承認
　⇒クラブでとりまとめ地区へ送金する
６ ．「Ｒの友」沼商・桐陽ＩＡＣへ寄贈の件　承認
７ ．沼商ＩＡＣへのポリオ街頭募金協力依頼の件
　	⇒会長、ＩＡＣ委員長名で学校長あて依頼文書を作
成する

８ ．その他　駅前花壇の今後について会長幹事が検
討し、次回理事会で協議する。

理事会だより

　今年度最初の親睦ゴルフコンペが開催されました。
暑い中でしたが、16名の参加をいただき無事プレーを
行うことができました。結果は、優勝三好君、2位山口
和也君（沼津北）、3位杉山君、ベスグロ三好君となり
ました。参加された皆様、お疲れ様でした。
参加者　三好君、杉山君、森藤君、上田君、石川（秀）
君、能見君、北澤君、實石君、勝呂君、大村君、大
友君、山口和也君（沼津北）、内山義郎様、須山敏様、
森藤真以様、山田将之様

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催

2017.8.27（日）� 於：小田急西富士ゴルフ倶楽部

【Ｒの経験】
⑴私のＲ歴　19年目に当たります。2年前にＧノミニー
デジグネートになり、地区やＲＩのことを学んできました。
⑵Ｒの組織で気づいたこと　この2年間Ｒのことを学ん
でいるうちに、2つのことに気づきました。１つは、Ｒに
は、日本の組織がなく、地区とクラブは直接ＲＩと繋がっ
ているということです。2つめは、Ｒの役職が単年度制
である中で、毎年うまく引き継ぎあるいは更なる発展や
飛躍をするための仕掛けが、大変絶妙に組み込まれて
いることです。とにかくうまくできた組織だと思います。
【イアン・ライズリー会長のテーマ】
⑴「変化をもたらす」の意味と背景　本年度テーマ「ロー
タリー：変化をもたらす」についてＲＩ会長は、《外に
向けて》世界をよりよくするため、行動の大切さを説かれ
ました。《内に向けて》世界の環境変化（ＩＴ化、グロー
バル化、少子高齢化）に対応するため、組織づくりや運
営方法に変化をもたらすことも必要だと示唆されました。
⑵私の考え方　テーマを耳にした時、大きな違和感は
感じませんでした。私自身、経営者として時代の変化に
対応することを心がけているからです。心配される向き
もありよく理解できるのですが、企業経営と同じで環境
に合わせて組織を変化させ、それがむしろ組織強化に
繋がるというのが私の考えです。また、組織運営の方
法が変化しても、Ｒの精神の根幹は変えてはならないと
ＲＩ会長も明確に言われました。Ｒの目的、5つの中
核的価値、4つのテストは全く変わっていません。変え
ていくものと、変えてはいけないものをしっかり見極め、
未来に向けてＲをしっかり牽引してほしいと思います。
【未来のＲを考える】
　2018年はポール・ハリス生誕150年、米山梅吉生
誕150年、さらに2020年は日本のＲ100周年というこ
とで、将来に向けたビジョンが発表されると思います。
運営方法の変化も打ち出された今、未来に向けてＲに
ついていろいろな議論がなされるべきではないかと考え
ています。老いも若きも、気軽な明るい気持ちで、考え
をぶつけ合うのもいいかもしれません。若者が入会して、
一緒に活動したいと思うＲにしていくため、どんな行動
をとるべきなのか、萎縮することなく本音でいろいろ議
論できたら、と思います。ぜひ、みなさんもこの機会を
捉え、未来のＲについて考えていってほしいと思います。
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でいるうちに、2つのことに気づきました。１つは、Ｒに
は、日本の組織がなく、地区とクラブは直接ＲＩと繋がっ
ているということです。2つめは、Ｒの役職が単年度制
である中で、毎年うまく引き継ぎあるいは更なる発展や
飛躍をするための仕掛けが、大変絶妙に組み込まれて
いることです。とにかくうまくできた組織だと思います。
【イアン・ライズリー会長のテーマ】
⑴「変化をもたらす」の意味と背景　本年度テーマ「ロー
タリー：変化をもたらす」についてＲＩ会長は、《外に
向けて》世界をよりよくするため、行動の大切さを説かれ
ました。《内に向けて》世界の環境変化（ＩＴ化、グロー
バル化、少子高齢化）に対応するため、組織づくりや運
営方法に変化をもたらすことも必要だと示唆されました。
⑵私の考え方　テーマを耳にした時、大きな違和感は
感じませんでした。私自身、経営者として時代の変化に
対応することを心がけているからです。心配される向き
もありよく理解できるのですが、企業経営と同じで環境
に合わせて組織を変化させ、それがむしろ組織強化に
繋がるというのが私の考えです。また、組織運営の方
法が変化しても、Ｒの精神の根幹は変えてはならないと
ＲＩ会長も明確に言われました。Ｒの目的、5つの中
核的価値、4つのテストは全く変わっていません。変え
ていくものと、変えてはいけないものをしっかり見極め、
未来に向けてＲをしっかり牽引してほしいと思います。
【未来のＲを考える】
　2018年はポール・ハリス生誕150年、米山梅吉生
誕150年、さらに2020年は日本のＲ100周年というこ
とで、将来に向けたビジョンが発表されると思います。
運営方法の変化も打ち出された今、未来に向けてＲに
ついていろいろな議論がなされるべきではないかと考え
ています。老いも若きも、気軽な明るい気持ちで、考え
をぶつけ合うのもいいかもしれません。若者が入会して、
一緒に活動したいと思うＲにしていくため、どんな行動
をとるべきなのか、萎縮することなく本音でいろいろ議
論できたら、と思います。ぜひ、みなさんもこの機会を
捉え、未来のＲについて考えていってほしいと思います。


