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皆さんこんにちは。プロ野球のセリーグは、広島東洋
カーブが 3 連勝を果たしました。カープファンの皆様おめ
でとうございます。現在広島の監督を務める緒方監督は、
神様と仰ぐ故松下幸之助氏の名言葉をバイブルとして持
ち歩き、
「誰よりも早く起き、誰よりも遅くまで働く。経営
者が身をもって示すことが第一」
ということを実施され、
誰
よりも早く球場に入りその日の試合の準備を行っていたと
のことです。このような地道な努力が 3 連覇という偉業を
支えていたのだと思います。広島地域は今年災害に見舞
われ選手たちも復興のためにと一丸となって努力されて
いました。
サッカーのＪリーグでも現在広島は首位と活躍
しています。これらはスポーツによって地域を盛り上げよう
という活動の表れなのだと思います。スポーツといえば現
在、多くの分野において既存団体や既存権力と新たな考
えを持った個人や団体との間での対立が生じております。
組織が大きくなれば皆が安定を求め、大きな改革を行う
ことは難しくなりますが、周囲の状況が目まぐるしく変化
する昨今、現状維持のままでは組織は衰退してしまいま
す。そこで我々も沼津ＲＣの将来のためにしっかりとした
組織を作らなければなりません。
沼津ＲＣ細則第3条第4節1項に、
「会長は、9月最終例
会において、次年度の理事および次々年度の指名委員会
を任命することを求め、その選任方法につき会員の同意
を得た上でこれを選考し、その例会もしくは 10 月の第一
例会においてこれを任命する。指名委員は、元会長から
若干名、理事（現会長、幹事を除く）から若干名とする」こ
とになっております。指名委員の選考方法については恒例
により会長一任となっておりますがよろしいでしょうか。会
長一任の同意を得ましたので、指名委員として次の方々を
任命させていただきます。奥村茂春君、山口和一君、石
川三義君、吉野聖一君、清マキ君、以上5名の方々を任
命させていただきます。委員の皆様、選考をよろしくお願
いいたします。
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10月5日（金）
Ｒ財団地区補助金事業 贈呈式
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10月12日（金）
食品の※※（テーマ未決定）
株式会社タムラ食品 専務取締役
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理事会だより
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員

野口

陽一君

①経歴 19₆4年11月9日生まれ。生まれた頃は大船
駅の程近くに住んでいましたが、覚えているのはその
後に移り住んだ横浜市鶴見区矢向での日々です。両
親は元々こちらの生まれで、夏休みなど東海道線に
乗って帰省するというのが楽しみでした。そんな繋が
りで現在この地に居を構えています。
建築士を志したのは、小学校の高学年の頃です。
建築のパースを見たり間取りを考えるのが好きで、中
学の図書室でパースの描き方の本をよく見ていました。
進路相談でも建築士になるにはどうすればよいかと
相談し、1級建築士を目指すなら大学に行ったほうが
良いと言われ、進学校の神奈川県立横浜翠嵐高等
学校へ入学。高校では部活（バレーボール）に明け暮
れ勉強が疎かになりましたが、仲間にも恵まれ、今
でもその繋がりは続いています。浪人1年目の10月₂
日に父が5₆歳で他界。
突然のことに呆然としてしまい
ましたが、母の後押しもあり進学に邁進し、₂年目で
東京理科大学理工学部の建築学科に合格。大学で
は片道₂時間半かけて電車で通う遠距離通学で、バ
イトをしながらも建築を真剣に学びました。
就職の頃はバブルで、建設業界も超売り手市場で
したが、リゾート開発の会社に就職。不動産部門の
部署に配属され、
リゾートの買収話や都内のテナント
ビルの立上げなど色々な経験ができました。
199₂ 年頃、家の老朽化で退去要請がありました。
都内近郊で条件に合う転居先も見つからず、転職を
考えていたこともあり思い切って沼津へ転居する方
向で検討することにしました。就職活動と並行し、一
級建築士の資格試験にも挑戦。東京・田町の資格学
校に毎週日曜朝₆時の東海道線で通い、夜10時頃に
帰ってくるパターンで資格取得ができました。就職
は、内田祥三建築事務所に採用され、15年間勤める
中で、勝呂先生のサン静浦や辻さんの辻ビル、積先
生のヒルズかどいけの設計監理に携わらせていただ
きました。₂007年₆月に退職した後、久嗣所長に誘わ
れて同年 9 月から内田豊建築事務所に勤めることと
なり、現在 11 年になります。その一方で、より建築
への造詣を深めることを期して、₂011 年から建築士
の資格学校であります総合資格学院に講師として参
加し、建築法規に関しての講義を行っております。
②趣味 車が好きで、ドライブのほか車弄りもしてい
ましたが、最近車を新しくしたので弄り甲斐がなく
トーンダウンです。また、
「ローカル路線バス乗り継ぎ
の旅」
が好きで、ＤＶＤ全 10 巻を大人買いして車の
中でヘビーローテーション状態です。普通の旅番組で
は見聞きしないところへ行き、
旅している気になり、
新
しい日本が発見できるのがいいですね。
③ロータリー 親睦委員やソングリーダーなど、ヘマ
も多く、あまり向いていないのかなあと思うことも多
いですが、参加できる行事には参加しようと思い、柿
田川清掃やポリオ募金に参加させていただきました。
今後も可能な限り参加していきたいと思っています
ので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

◆第₄回定例理事会
201₈．₉．2₈（金）1₃:₃5～
出席者15名

【報告事項】
１．9/₂₂（土）沼津 4 ＲＣ合同ポリオ撲滅街頭募金
活動報告 ⇒募金総額￥53，0₈4 クラブ 1₆ 名・
沼商ＩＡＣ参加
２．11/₈（木）沼津 4 ＲＣ合同例会会費の件 ⇒会
費￥₈，000/ 人のうち￥₂，000 クラブ負担 ￥₆，000
参加者負担
【議事】
１．10月例会プログラムの件 承認
10月1₂日 食品の※※（テーマ未決定）
株式会社タムラ食品

専務取締役

田村 儀朗様
10月19日 会員リレートーク
会 員
吉野 聖一君


渡邊洋二郎君
10月₂₆日 イニシエーションスピーチ
会 員

原田 幸治君
11月₂日 地区大会報告 東副会長・大村幹事

２．ＩＭ実行委員会 組織編成の件 承認
⇒資料の通り。事務局長を實石君とする。
３．その他
榊原君転勤のため退会 承認
駅前花壇の清掃 ⇒社会奉仕で今後を検討する

ＩＭ運営委員会組織表
山口和一Ｇ補佐・山本洋祐事務局
正 副 会 長 細澤哲哉 東 宗徳
事 大村愛美 渡辺好司
本部実行 幹
委 員 会 実行委員長 勝呂 衛
副 委 員 長 石川三義
森藤恵二 山本洋祐
實石 学 渡邊洋二郎
事 務 局（ 実 行 委 員 ）
大友保志 大熊宏幸
鈴木麗華事務局員

１．例会変更のお知らせ
沼 津 北…10/₂3（火）は移動例会（企業見学）
沼津柿田川…10/10（水）は夜間例会
沼 津 西…10/11（木）は祝日週休会
新 富 士…10/9（火）は夜間例会（観月会）
11/13（火）は11/4（日）

サイエンス・プロジェクトinFuji
富 士 宮 西…10/1₂（金）はミツバツツジ植樹例会

＠朝霧アリーナ
10/₂₆（金）は10/₂9（月）

₂クラブ合同例会＠パテオン
２．11/₈（木）沼津 ₄ ＲＣ合同夜間例会のご案内と
出欠のお伺い
３．10/₇（日）千本をよくする会 千本公園清掃奉仕
⇒午前9：00～・千本公園八角池前集合・雨天中止
４．10月のロータリーレート 1ドル＝112円

9月合計

14,000円

服部君…東先生に大変お世話になりました。

紙面の都合により、
一部を要約して掲載しました。
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