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第3205回例会 2017.9.15

 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.9

　皆さん、こんにちは。今朝の北朝鮮のミサイルはグア
ムまで届く距離（3,700km）と、前回より1,000km伸びて
しまいましたが、被害がなくて良かったです。一粒も雨が
降りませんでしたので、駅前花壇を巡回してきました。お
かげ様で大したゴミもなく、緑もきれいでした。ありがと
うございます。明日の米山梅吉記念館秋季例祭には10
名ご参加いただけるそうです。また、9/23のサントムー
ンでの4ＲＣ合同のポリオ撲滅キャンペーンも近づいて
きましたので、ご都合のつく方はお手伝いいただくと幸い
です。11/12の地区大会のご案内も先週ポストインして
います。地区大会の講演は白駒妃登美さん「歴史が教え
てくれる日本人の生き方」というテーマで松村Ｇが「ぜひ
聞いてほしい」とのことでした。懇親会は磯自慢飲み放題
ですので先日の「酒・ながしま」さんの卓話の手順で磯
自慢を飲み干していただきたいと思います。講師の白駒
妃登美さんですが、博多の歴女と呼ばれるほど歴史が好
きだということでちょっと調べてみました。福沢諭吉さん
に憧れ慶応大学卒業後、国際線客室乗務員として7年半
勤務後2児の母となってご活躍していたそうです。2010
年の夏に医師から「この状況で助かった人を見たことが
ありません」と子宮頸がんが肺に転移していると告げられ
たそうです。それから子供の寝顔を見ながら毎日泣いて
暮らしたそうです。20年以上も前に読んだ本で正岡子
規のことが頭に浮かび「どんなに苦しくても今を精一杯生
きよう」と心に決めてから思い煩うことがなくなったそうで
す。改めて病院で検査するとがん細胞が消えていたそう
です。「生かされている今に感謝しよう」と当日この話が
出るかわかりませんが調べていたら出てきましたのでご紹
介します。当地区の地区大会でご講演を楽しみにしてい
ます。本日は地区財団セミナーの報告を峯村さんにして
いただきます。どうぞよろしくお願いします。

ビジター  後藤　憲治君（富士宮西）

他ＲＣ出席  積君（9.8Ｒ米山記念奨学会第8回評議員
会）、峯尾君（9.8セブイースト）、積君（9.9
第2回諮問委員会）、服部君・實石君・大
熊君・清君（9.13長泉）

欠席者（11名）
道前君、石渡君、實石君、金子君、
望月君、森藤君、大熊君、大友君、
渡邉（秀）君、山口君、山本君

45

45

34

75.56

97.78

9月29日（金）
　補助金プロジェクト「未来の夢計画」贈呈式

会員誕生日　渡邊洋二郎君
配偶者誕生日　渡辺多美子様（芳彦君）、
　　　　　　奥村美佐子様（茂春君）
結婚記念日　北澤　誠司君

10月6日（金）
　米山学友の卓話またはリレートーク紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

地区Ｒ財団セミナーの報告
 Ｒ財団委員長　　峯村祐紀子君

卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…10/9（月）は祝日休会
　　　　　　　10/30（月）は10/27（金）夜間例会
２ ．9/16（土）米山梅吉記念館秋季例祭
　⇒10名出席予定
３ ．米山梅吉記念館賛助会員募集のお知らせ
４ ．9/23（土・祝）沼津4ＲＣ合同ポリオ撲滅街
頭募金活動参加のお願い

５ ．11/12（日）地区大会 in 焼津のご案内と出欠
のお伺い

石川（三）君…三好さん、實石さん、日曜日の三遊
亭朝橘さんの真打昇進披露興行はとても楽しい会で
した。ありがとうございました。
峯尾君…9/8にセブ東ロータリークラブでバナー
交換をしてきました。
村上君…昨年出版した本がタイ語に翻訳され、タ
イでも出版されました。タイ語が読める方、ぜひ買っ
てください。
渡邉（雅）君…誕生祝いありがとうございます。後期
高齢者になってしまいました。
吉野君…本日の卓話、峯村委員長よろしくお願いし
ます。

財団プロジェクト リーダー　　東　　宗徳
　Ｒ財団・米山両委員会の事業内容の丁寧な説明
を行い、会員の皆様により良い理解のもとご寄付を
お願いしたいと思います。地区目標であるＲ財団の
補助金活用と寄付の推進、Ｒ米山記念奨学会への
理解と支援に会員の皆様のご協力をお願いします。
Ｒ財団　財団へ年間1人$150、ポリオ基金は$30
をお願いします。また、Ｒカードの加入推進とＰＲ
活動をしていきます。ポリオ撲滅につきましても引き
続き会員各位のご理解、ご協力をお願いします。
米　山　1人16,000円以上／年の寄付をお願いし
ます。寄付金には所得税の税制優遇が受けられ、
相続税も非課税となります。奨学事業は『日本のＲ
に最もふさわしい国際奉仕事業』と高く評価されて
います。ご理解、ご協力をお願いします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　会長の年度目標の達成を支援し、クラブを活性
化させるための方策を提案する。今年度は5期目で
あり、①会員のニーズを調査する。②クラブ目標を
分析し、成果を評価する。③現・次会長、会長予
定者と協議し、中長期的計画を立てる。これらを基
本として今年度も活動を推進したい。

ＳＡＡ 渡辺　好司
　会長、幹事、親睦委員会、出席委員会、プログ
ラム委員会と密接な連携を取り、明るく楽しい例会
運営を目指します。また、気品と風紀を守り、例会
が会員にとって有意義な時間となるようにＳＡＡとし
ての責務を遂行いたします。【事業内容】①会場の
設営②プログラムの確認③例会の司会、進行④満
テーブルの確認と粗品の配布⑤会員慶事記念品の
選定⑥テーブル編成表の作成⑦食事献立への配慮

財団プロジェクト リーダー　　東　　宗徳

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 渡辺　好司

第1回クラブ協議会❹

　7/9静岡グランシップにおいて地区Ｒ財団セミ
ナーが開催され、松村Ｇをはじめ、180名ほど出席
となりました。
　財団設立は1917年、アトランタ大会のアーチ・
Ｃ・クランフ氏の「ロータリーが基金を作り、全世
界的な規模でよいことをしよう」と提案し、1928年
国際ロータリー内の新しい組織として「ロータリー
財団」と名付けられました。松村Ｇからは、財団の
使命が「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて
世界理解、親善、平和を達成できるよう努める」、ロー
タリアンがする寄付の意味は、それを実現するため
にあることを説明されました。
　財団のプログラムは、
１．Ｒ財団地区補助金
２．Ｒ財団グローバル補助金
３．平和フェローシップ、ポリオプラス、パートナー
の大きく分けて3つとなります。
• 地区補助金は単年度の申請、実行となります。
• 6つの重点分野を支援する目的を持ってグロー
バル補助金は活用されます。

• 寄付の種類は年次基金、恒久基金、使途指定寄
付です。

• ロータリーカードの加入のお願い。
　財団は、多くのロータリアンの善意により支えら
れています。

　9/23（土）サントムーン柿田川にて、沼津4ＲＣ合
同のポリオ撲滅街頭募金活動が行われました。
　会員のほか、沼商・桐陽ＩＡＣにも働きかけを
行い、沼商13名、桐陽9名というたくさんの若い力
をお借りして賑やかに活動を行うことができ、合計
90,376円の募金を集めることができました。参加
された皆様、お疲れ様でした。
参加者　細澤君、峯村君、峯尾君、村上君、野
際君、大村君、積君、杉山君、吉野君、積邦子様、
事務局鈴木様

沼津4ＲＣ合同
ポリオ撲滅街頭募金活動
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第3205回例会 2017.9.15

 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.9

　皆さん、こんにちは。今朝の北朝鮮のミサイルはグア
ムまで届く距離（3,700km）と、前回より1,000km伸びて
しまいましたが、被害がなくて良かったです。一粒も雨が
降りませんでしたので、駅前花壇を巡回してきました。お
かげ様で大したゴミもなく、緑もきれいでした。ありがと
うございます。明日の米山梅吉記念館秋季例祭には10
名ご参加いただけるそうです。また、9/23のサントムー
ンでの4ＲＣ合同のポリオ撲滅キャンペーンも近づいて
きましたので、ご都合のつく方はお手伝いいただくと幸い
です。11/12の地区大会のご案内も先週ポストインして
います。地区大会の講演は白駒妃登美さん「歴史が教え
てくれる日本人の生き方」というテーマで松村Ｇが「ぜひ
聞いてほしい」とのことでした。懇親会は磯自慢飲み放題
ですので先日の「酒・ながしま」さんの卓話の手順で磯
自慢を飲み干していただきたいと思います。講師の白駒
妃登美さんですが、博多の歴女と呼ばれるほど歴史が好
きだということでちょっと調べてみました。福沢諭吉さん
に憧れ慶応大学卒業後、国際線客室乗務員として7年半
勤務後2児の母となってご活躍していたそうです。2010
年の夏に医師から「この状況で助かった人を見たことが
ありません」と子宮頸がんが肺に転移していると告げられ
たそうです。それから子供の寝顔を見ながら毎日泣いて
暮らしたそうです。20年以上も前に読んだ本で正岡子
規のことが頭に浮かび「どんなに苦しくても今を精一杯生
きよう」と心に決めてから思い煩うことがなくなったそうで
す。改めて病院で検査するとがん細胞が消えていたそう
です。「生かされている今に感謝しよう」と当日この話が
出るかわかりませんが調べていたら出てきましたのでご紹
介します。当地区の地区大会でご講演を楽しみにしてい
ます。本日は地区財団セミナーの報告を峯村さんにして
いただきます。どうぞよろしくお願いします。

ビジター  後藤　憲治君（富士宮西）

他ＲＣ出席  積君（9.8Ｒ米山記念奨学会第8回評議員
会）、峯尾君（9.8セブイースト）、積君（9.9
第2回諮問委員会）、服部君・實石君・大
熊君・清君（9.13長泉）

欠席者（11名）
道前君、石渡君、實石君、金子君、
望月君、森藤君、大熊君、大友君、
渡邉（秀）君、山口君、山本君
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9月29日（金）
　補助金プロジェクト「未来の夢計画」贈呈式

会員誕生日　渡邊洋二郎君
配偶者誕生日　渡辺多美子様（芳彦君）、
　　　　　　奥村美佐子様（茂春君）
結婚記念日　北澤　誠司君

10月6日（金）
　米山学友の卓話またはリレートーク紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

地区Ｒ財団セミナーの報告
 Ｒ財団委員長　　峯村祐紀子君

卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…10/9（月）は祝日休会
　　　　　　　10/30（月）は10/27（金）夜間例会
２ ．9/16（土）米山梅吉記念館秋季例祭
　⇒10名出席予定
３ ．米山梅吉記念館賛助会員募集のお知らせ
４ ．9/23（土・祝）沼津4ＲＣ合同ポリオ撲滅街
頭募金活動参加のお願い
５ ．11/12（日）地区大会 in 焼津のご案内と出欠
のお伺い

石川（三）君…三好さん、實石さん、日曜日の三遊
亭朝橘さんの真打昇進披露興行はとても楽しい会で
した。ありがとうございました。
峯尾君…9/8にセブ東ロータリークラブでバナー
交換をしてきました。
村上君…昨年出版した本がタイ語に翻訳され、タ
イでも出版されました。タイ語が読める方、ぜひ買っ
てください。
渡邉（雅）君…誕生祝いありがとうございます。後期
高齢者になってしまいました。
吉野君…本日の卓話、峯村委員長よろしくお願いし
ます。

財団プロジェクト リーダー　　東　　宗徳
　Ｒ財団・米山両委員会の事業内容の丁寧な説明
を行い、会員の皆様により良い理解のもとご寄付を
お願いしたいと思います。地区目標であるＲ財団の
補助金活用と寄付の推進、Ｒ米山記念奨学会への
理解と支援に会員の皆様のご協力をお願いします。
Ｒ財団　財団へ年間1人$150、ポリオ基金は$30
をお願いします。また、Ｒカードの加入推進とＰＲ
活動をしていきます。ポリオ撲滅につきましても引き
続き会員各位のご理解、ご協力をお願いします。
米　山　1人16,000円以上／年の寄付をお願いし
ます。寄付金には所得税の税制優遇が受けられ、
相続税も非課税となります。奨学事業は『日本のＲ
に最もふさわしい国際奉仕事業』と高く評価されて
います。ご理解、ご協力をお願いします。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭
　会長の年度目標の達成を支援し、クラブを活性
化させるための方策を提案する。今年度は5期目で
あり、①会員のニーズを調査する。②クラブ目標を
分析し、成果を評価する。③現・次会長、会長予
定者と協議し、中長期的計画を立てる。これらを基
本として今年度も活動を推進したい。

ＳＡＡ 渡辺　好司
　会長、幹事、親睦委員会、出席委員会、プログ
ラム委員会と密接な連携を取り、明るく楽しい例会
運営を目指します。また、気品と風紀を守り、例会
が会員にとって有意義な時間となるようにＳＡＡとし
ての責務を遂行いたします。【事業内容】①会場の
設営②プログラムの確認③例会の司会、進行④満
テーブルの確認と粗品の配布⑤会員慶事記念品の
選定⑥テーブル編成表の作成⑦食事献立への配慮

財団プロジェクト リーダー　　東　　宗徳

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

ＳＡＡ 渡辺　好司

第1回クラブ協議会❹

　7/9静岡グランシップにおいて地区Ｒ財団セミ
ナーが開催され、松村Ｇをはじめ、180名ほど出席
となりました。
　財団設立は1917年、アトランタ大会のアーチ・
Ｃ・クランフ氏の「ロータリーが基金を作り、全世
界的な規模でよいことをしよう」と提案し、1928年
国際ロータリー内の新しい組織として「ロータリー
財団」と名付けられました。松村Ｇからは、財団の
使命が「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて
世界理解、親善、平和を達成できるよう努める」、ロー
タリアンがする寄付の意味は、それを実現するため
にあることを説明されました。
　財団のプログラムは、
１．Ｒ財団地区補助金
２．Ｒ財団グローバル補助金
３．平和フェローシップ、ポリオプラス、パートナー
の大きく分けて3つとなります。
• 地区補助金は単年度の申請、実行となります。
• 6つの重点分野を支援する目的を持ってグロー
バル補助金は活用されます。
• 寄付の種類は年次基金、恒久基金、使途指定寄
付です。
• ロータリーカードの加入のお願い。
　財団は、多くのロータリアンの善意により支えら
れています。

　9/23（土）サントムーン柿田川にて、沼津4ＲＣ合
同のポリオ撲滅街頭募金活動が行われました。
　会員のほか、沼商・桐陽ＩＡＣにも働きかけを
行い、沼商13名、桐陽9名というたくさんの若い力
をお借りして賑やかに活動を行うことができ、合計
90,376円の募金を集めることができました。参加
された皆様、お疲れ様でした。
参加者　細澤君、峯村君、峯尾君、村上君、野
際君、大村君、積君、杉山君、吉野君、積邦子様、
事務局鈴木様

沼津4ＲＣ合同
ポリオ撲滅街頭募金活動


