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会長挨拶� 会　長　細澤　哲哉
　皆さんこんにちは。本日より1年間、沼津ＲＣ第67代
のクラブ会長を務めさせていただきます。まだまだ若輩
者ではございますが、皆様方にご協力をいただきまして
伝統ある沼津ＲＣの名に恥じぬように精進させていただ
きます。クラブ会長の仕事はその年度のＲＩ会長のテー
マ及び地区のガバナーの運営方針に基づきクラブをいか
に充実させ、会員の皆様方が 1年間を通じて充実した活
動を行うことができるようにクラブの運営を行うことだと
考えております。
　現在開催されておりますＦＩＦＡワールドカップロシア
大会において日本代表は大会前の予想を覆し決勝リーグ
進出という結果を残し世界を驚かせ、日本中に感動を与
えてくれました。これはまさに今年度バリー・ラシンＲＩ
会長の掲げるテーマ「BE�THE�INSPIRATION」を実現
した結果だと思います。日本代表は現在の個々の体力、
能力そしてチームとしての戦力を把握し、各々の対戦国
との戦いをインスピレーションして戦術を練りそれに基づ
いて監督、選手が勇気と希望をもって戦いに挑んだ結果
だと思います。当クラブも現在の活動を再度見直し、現
状に合った活動内容に変化していかなくてはなりません。
　変化といえば、今年度は地区内のグループ分けの変更
に伴い、新たに静岡第2グループとして12のクラブと共に
活動を行うこととなります。これは新たな仲間と出会う
チャンスであります。過去 66 年間多くの会員の方々のご
尽力により受け継がれてまいりました沼津クラブも、周囲
の環境とともに変化を求められております。樹木は枝葉
の形状が変化しても根幹がしっかりとしていれば枯れる
ことはありません。クラブの変化も代々受け継がれてま
いりました根幹は変えずに運営方法によって環境に合っ
た変化をもたらすことができればと考えております。そし
て、このような変化を皆様とともに楽しみながら 1年間、
会長の職を務めさせていただきますので、よろしくお願
いいたします。
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正副会長・幹事　就任挨拶

会長就任挨拶

� 会　長　　細澤　哲哉

副会長就任挨拶

� 副会長　　東　　宗徳

　1年間吉野前会長の下で勉強をさせていただき、
本日より沼津ＲＣ67代目の会長を務めさせていただ
きます。まず最初に、会員の皆様方には組織編成に
あたり、大変お忙しいところご協力をいただきまし
て誠にありがとうございました。改めまして御礼申し
上げます。
　日本でも2020年には東京ＲＣが創立100周年を
迎えますが、その間Ｒの組織は大きなものとなり、
世界の変化とともにＲの活動方針や役割も日々変化
や進化を続けてまいりました。時代の変化とともに
人々のおかれた環境や価値観は大きく変わってきて
いますが、Ｒの基本理念である、私たちの住む国
や地域が将来正しく発展するためのリーダーを国際
的なネットワークを利用して育成し、ロータリアン一
人ひとりが個人として、また生業を忠実に遂行し社
会に奉仕していこうという基本的な概念はこれから
も変わらないものだと思っております。
　2018-19 年度のバリー・ラシンＲＩ会長は、「BE�
THE�INSPIRATION（インスピレーションになろ
う）」というテーマを掲げ、我 ロ々ータリアンにとって
一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たち
が今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性を
もって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、
そして組織全体から引き出すための「インスピレー
ション」となる必要があると述べております。これは、
Ｒの基本理念を達成するために、現在の個人や組
織のおかれた環境を再度考慮して創造性を働かせ、
世間一般にアピールしながら、今以上に活発に意欲
をもって活動を行っていこうということだと思ってお
ります。
　それを受けまして当クラブといたしましては、今年
度も地区補助金を利用したプロジェクトとして児童
養護施設「松風荘」において施設への援助やお手伝
いを行おうと考えております。また、千本をよくする
会への積極的な参加、エンドポリオ活動、柿田川
の清掃など、外部の方々にも理解しやすい活動を活
発に進めてまいります。
　星野Ｇは地区の会員負担金3案と地区目標として
14の項目を掲げております。14の各項目とも重要な
事項ではありますが、当クラブにおいては「会員増
強・維持」は最も重点をおいて取り組むべき課題で
あると考えております。本年度は当初より3名の入会
者を迎えることができましたが、さらに皆様方にも
ご協力をいただき我 と々共に活動を行う仲間をご推
薦いただきたく存じます。また、当地域には米山梅
吉記念館があり、日本のＲ 100 周年とともに米山梅
吉記念館も 50 周年を迎えますので米山梅吉記念館
への支援も積極的に行っていきたいと思っております。
　今年度より地区の組織も変わり、今までの静岡第

　この度、2018-19 年度の副会長を仰せつかりまし
た東�宗徳です。これから1年間にわたり、細澤会長、
大村幹事の下でクラブ管理運営委員長として、伝統
ある沼津クラブの運営について「よく学び」「よく実
践」しながら、次年度に向けての助走をさせていた
だきます。
　会員リレートークでも触れましたが、私が沼津ク
ラブに入会したのは2003年7月です。積ＰＧが会長
で、元会員で同級生の鈴木一郎君が幹事でした。
あれから15年が経ちましたが、この間の多くのかけ
がえのないメンバーとの出会いが自分を成長させてく
れましたが、クラブの中にあっては色々な面でまだ
まだ未熟者です。
　最近はご高齢の患者さんを診ることが多くなり、
特に今年は月 1人のペースで看取りもあり、多忙な
日々の中では、私にとって、この例会が唯一ともい
えるリフレッシュできる貴重な時間です。しかしなが
ら、この時間も、これからしばらくは、気の休まら
ない緊張の時間の連続になりそうです。
　今は、クラブ運営に携わる委員長やまたクラブ運
営の根幹である「幹事」を経験することなく副会長が
務まるかとても不安を感じているところですが、私
は、この与えていただいた沼津クラブの大事な襷を
繋いでいくという目標に向かって、未経験のことに 1
からチャレンジしていく気持ちで、副幹事の渡辺好
司君とクラブの皆様のお力を借り一つ一つ勉強しな
がら進んでいきたいと思います。
　最後に、細澤会長、大村幹事の新年度の船出に
際して、この1年順調な航海ができますように会員の
皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

3分区に御殿場、裾野、長泉の3クラブを加えた12
クラブからなる静岡第2グループとして出発いたしま
す。先日行われました会長幹事会において、各クラ
ブの活動計画を確認したところグループとして活動
する事業が多々ありましたので、これを機会に新し
い仲間と新たな活動を行うことができればと思って
おります。2月には当クラブの山口Ｇ補佐主催により
ますＩＭを当クラブがホストクラブとして開催いたし
ます。その際にも皆様方にはご協力をいただくこと
になると思いますのでよろしくお願いいたします。
　最後に、私自身はまだまだ若輩者であり、今に至っ
ても充分な準備ができているとは言い難い状況では
ありますが、私が絶大な信頼をおきます大村幹事の
助けをお借りして、今まで諸先輩方の築き上げた伝
統を汚すことなく自覚を持って活動を行っていきたい
と考えております。1年間、一生懸命会長の職を務
めさせていただきますので、何卒、皆様方のご協力
をいただけますようによろしくお願い申し上げます。
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紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

幹事就任挨拶

� 幹　事　　大村　愛美

ガバナー補佐期首訪問
 2018-19年度静岡第2グループ
 ガバナー補佐　　山口　和一

　このたび伝統ある沼津ＲＣの 2018-2019 年度幹
事に就任することとなりました。入会 13 年目の大役
です。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
　いつかは幹事を務めることになると数年前から自
分なりに心の準備はし、副ＳＡＡ、副幹事と例会・
クラブ運営に関係する役職も務めてきました。歴代
の幹事の中には入会数年で幹事を務めた方がいらっ
しゃいましたので、私は十分な助走期間を与えられ
てきたはずですが、初めて知ることが多々あり、今
までいかに何となく過ごしていたかと反省しておりま
す。涼しい顔して大役を務めてこられた先輩幹事の
方々には敬服するばかりです。
　沼津ＲＣは、当たり前のことが当たり前にできる
クラブだと思います。これは諸先輩たちが築き上げ
てきたものであり、私も伝統を守り、次年度にきち
んと引継いでいけるよう努めてまいりたいと思います。
　これまでＰＥＴＳ、地区協とＲを学ぶ機会を経
てきましたが、いろいろわからないことが出てくるは
ずです。そんな時は細澤会長を頼りに、事務局の
鈴木さんにアシストしてもらいながら、会員の皆様
のご協力をいただくことで乗り切っていけるのではと
考えております。
　来年の6月には自ら楽しい1年間だったと笑って言
えるように、そして皆様にも良い年度だったと思って
いただけるように精一杯頑張りたいと思いますので、
ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

　静岡第2グループは、旧静岡第2分区の御殿場・
裾野・長泉の3クラブと、旧静岡第3分区の沼津・富
士山吉原・沼津北・富士・富士宮・沼津柿田川・富
士宮西・新富士・沼津西の9クラブの計12クラブの
編成で今年度からスタートすることとなりました。
　私は、静岡第 2グループの初代Ｇ補佐として、今
後のグループ運営の方向性を模索していくことが第
一の任務と考えます。グループ内には、我が国にお
けるＲの祖である米山梅吉翁の生誕100周年を記念
して建設された米山梅吉記念館があり、その運営に
つきまして前年度まで旧静岡第 2分区の各クラブの
皆様に大変お手数をおかけしておりましたが、今後
は、お膝元のグループとしてどのように運営に関わっ
ていくべきかを検討していきたいと思っております。
　さて、バリー・ラシンＲＩ会長が掲げた今年度の
テーマは「BE�THE�INSPIRATION」です。ラシン
会長は、各ロータリアンが地域社会のために奉仕活
動をすることを通じて、一般社会にＲは何をしてい
る団体なのかを浸透させ“DOING�GOOD�IN�THE�
WORLD”を掲げるＲＩとして、各クラブはもとより、
個々のロータリアンもその言動や行動を通して、地
域社会の人々への良いインスピレーションになれるよ
う努力しようと訴えているのではないか、星野Ｇは
そのように仰っています。そのような中、星野Ｇは、
今年度の地区目標として14の目標を掲げられました。
中でも会員増強については、ゾーン編成を睨み、
2022年まで毎年5％ずつ増強を続け、日本のロータ
リアンを105，000人にすることを目標にしております。
この目標の達成は容易ではないと思いますが、一人
でも多くの方がＲに入会するよう、皆様も努力をし
ていただきますようお願い申し上げます。その他、「Ｒ
の公共イメージの向上」、「ポリオ撲滅」、「R.L.I の
導入による活性化」など地区目標は多岐にわたって
おりますが、グループとして知恵を出し合い、目標
を達成していきたいと思っております。
　ところで、静岡第 2グループにおいて最も歴史の
古い貴クラブが、静岡第2グループのスタート年度の
Ｇ補佐輩出クラブとなったことについては、運命的
なものを感じずにはおれません。貴クラブの皆様に
は、これから1年間、私を支えてくださいますようお
願い申し上げます。特に、2019年2月24日開催予定
のＩＭにつきましては、皆様のご協力がなければ成
功はないと言っても過言ではありませんので、ぜひ
とも皆様の絶大なるご協力を賜りますよう重ねてお願
い申し上げる次第です。
　最後に、私はＧ補佐として、星野Ｇの仰る“新し
い出会い（クラブ間・ロータリアン同士）”そして“新
しい絆の構築”の実現に向け、星野Ｇと静岡第 2グ
ループとを繋ぐ役割を果たしていきたいと思っており
ますので、皆様のご協力とご指導を賜りますようお
願い申し上げ、Ｇ補佐期首訪問にあたっての挨拶と
させていただきます。

　クラブ管理運営 リーダー　東　　宗徳　
　クラブ管理運営委員会は会長の下、クラブ管理
と効率的な運営を実践することが最大の役割です。
この委員会は出席、親睦活動、会報、プログラム
の4委員会で構成され、会長補佐役として各委員会
と密接な連携を取りながら、その活動が効率よく運
営されるように調整に当たります。ＲＣの原点は常
に例会にあります。毎回の例会が会員にとって実り
あるものとなるようにクラブ運営を心がけていきたい
と考えております。会員の皆様には細澤年度のクラ
ブ活動にご理解とご協力いただき、積極的なご参
加をお願いいたします。

　広　報 リーダー　森藤　恵二　
　広報は、広報委員会と雑誌委員会の 2委員会に
て構成されております。各委員会と密に連携し広く
地域の皆様にＲの奉仕活動などを理解いただけるよ
う活動してまいります。
　市民の皆様にＲの活動をご理解いただけるよう、
各委員会の活動内容を新聞などに掲載いただけるよ
う働きかけを行ってまいりたいと考えております。ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

東　　宗徳　東　　宗徳　リーダー　クラブ管理運営 東　　宗徳　東　　宗徳　リーダー　リーダー　クラブ管理運営クラブ管理運営 リーダー　東　　宗徳　クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営

広　報 リーダー　森藤　恵二　

第1回クラブ協議会❶

ロータリーの標語　超我の奉仕
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１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…7/18（水）は夜間例会
　富 士 宮 西…7/20（金）はＧ公式訪問
� 例会場変更＠パテオン
　　　　　　　7/27（金）は納涼例会 例会場変更
　富　　　士…7/25（水）は休会
　　　　　　　8/15（水）はお盆休会
　　　　　　　8/29（水）は休会
　　　　　　　9/19（水）は休会
２ ．本年度例会変更 事業計画書でご確認ください
３ ．沼津市役所・沼津朝日・静岡新聞社・沼商・

桐陽へ挨拶訪問
４ ．2018︲19年度上期会費納入のお願いポストイン
５ ．2018︲19年度事業計画書・会員名簿・Ｒ手帳・
「Ｒの友」 7月号　配布

６ ．7月のロータリーレート　1ドル＝110円

東君…細澤会長、大村幹事へ今年 1年皆様のご協
力をお願いいたします。
細澤君・大村君…皆様方にご協力をいただき、1年
間会長、幹事の職を務めさせていただきます。よろ
しくお願いいたします。
石川君…細澤会長、大村幹事、山口Ｇ補佐、健康
に気をつけて1年間頑張ってください。
實石君…細澤新会長、大村幹事、山口Ｇ補佐、1
年間頑張ってください。目立たないようにそっと協力
させていただきます！
峯村君…細澤会長、大村幹事、頑張ってください。
森藤君…細澤会長、大村幹事、1年間よろしくお願
いします。
野口君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
小川君…新しい期が始まったばかりで申し訳ござい
ません。3ヶ月でしたがロータリアンとして成長でき
たこと、感謝しております。
大石君…これからよろしくお願いします。
太田君…よろしくお願いします。
奥村君…細澤会長、大村幹事のご活躍をお祈りし
ます。10年前は大変な苦労をおかけしました。
積君…新年度です。よろしくお願い申し上げます。
渡邉（雅）君…①吉野会長、村上幹事、1年間ご苦
労様でした。②細澤会長、大村幹事、新年度おめ
でとう。期待しています。
渡邊（洋）君…職業奉仕委員長を仰せつかりました。
1年間よろしくお願いします。
山口君…細澤会長、大村幹事、1年間頑張ってくだ
さい。ついでに私にも力をお貸しください。

「第71回沼津夏まつり早朝クリーン作戦」
および 「駅前花壇清掃」 参加のお願い

　毎年恒例の「夏まつり早朝クリーン作戦」に沼津
ＲＣは今年も参加します。また、夏まつりクリーン
作戦の後、沼津駅前花壇の清掃も行う予定です。
毎年多くの方に参加いただいておりますが、今年も
多数のご参加をお願い申し上げます。
　集合場所：中央公園
　集合日時：7/29（日）午前4：45　雨天とりやめ
　持ち物：軍手、掃除用具、タオル等
　終了予定：午前6：00
※ 詳しくは別紙をご覧ください。出欠について7/20
（金）までに事務局にご回答をお願いします。

前会長・幹事慰労会並びに
会長・幹事激励会のご案内

　標題の件につきまして、下記要領にて開催いたし
ます。今年度は、夜間例会としたうえで、前会長・
幹事の一年間の労をねぎらうとともに、現会長・幹
事を激励する会としたいと思いますので、ご参加の
ほどよろしくお願い申し上げます。
　日　時：7/27（金）18：00点鐘
　会　場：沼津リバーサイドホテル　4階　富士
　会　費：6,000円
※ 詳しくは別紙をご覧ください。出欠のご返事およ
び会費の納入は7/13、20に例会場にて行います。
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新会員紹介

原稿を募集しています
　趣味の短歌、俳句、最近の出来事につい
てのご意見や、職業の情報などを、会報を通
して伝えてみませんか。皆様の投稿をお待ち
しております。（紙面の都合で掲載が遅れるこ
ともございますが、ご了承ください。） 
 会報委員会

大
おお

石
いし

　昭
あき

裕
ひろ

 君


