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会長挨拶� 会　長　東　　宗徳
　今日より沼津Ｃの会長として渡邉好司幹事と共に沼津Ｃの
タスキをかけて走ります。途中、こけないように何とか走り切
るつもりですが、沿道からの皆さんのアドバイスや声援が一番
力になるのではないかと思います。1年間、よろしくお願いい
たします。
　本年度のＲＩのテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」です。
Ｒの新しいビジョンを目標にＲの奉仕を通じて、有能で思慮深
く、寛大な人々が手を取り合い良い変化を生むために、世界
で、地域で、自分自身の中で行動を起こすためのつながりを
築いていきましょう。これを受けて沼津Ｃ会長としてはクラブ
のテーマを「ロータリーでつながろう」としました。これは2つ
の意味を込めました。クラブの中での「つながり」重視して行動
し、次に「つなげる」クラブ運営を皆さんと共に目指します。
　さて、今日は2620地区第2グループ富士山吉原Ｃより田中
祐Ｇ補佐の期首訪問の下で第1回クラブ協議会を開きます。各
常任委員会並びに小委員会・クラブ研修リーダー・ＳＡＡに
はその役を快く引き受けていただき感謝しておりますが、今年
度の事業計画の発表をよろしくお願いいたします。
　話が変わりますが、一昨年、昨年と九州、西日本ではこの
時期に大きな水害に見舞われており、今年も又梅雨前線の影
響で九州を中心に大雨が降って、広い範囲に被害が出ていま
す。会員の中には昭和49年に静岡を襲った所謂「七夕豪雨」の
ことを覚えている方もいるかと思いますが、沼津も水害で大き
な被害を受けました。駅北の実家は床上近くまで浸水して、両
親が片付けにとても苦労したことを今でも記憶しています。
　昨年 7月の豪雨では多くの防災情報が発表されたにもかか
わらず、住民の避難に十分結びつかず、大きな人的被害が発
生しました。このため、今年は国が新たに、5段階に設定した
「警報レベル」とレベルによって避難情報とそれに応じた行動
を明確化しました。今年の九州豪雨ではこれが活用されて、レ
ベル4の警報が出されましたが、これにより一人でも多くの人
的被害の予防につなげられればと思わずにいられません。
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絡協議会）、三好君（7.2沼津北）

欠席者（6名）
原田君、木村君、三好君、村上君、
恒吉君、渡邉（秀）君

47

45

41

91.11

95.65

7月12日（金）
　職業卓話「自動車学校あれこれ」
� 会　員　　清　　マキ君

会員誕生日　望月　美樹君
結婚記念日　野口　陽一君

7月19日（金）
　ガバナー公式訪問
� ガバナー　　安間みち子様

NO.1



― 2 ―

会長就任挨拶

 会　長　　東　　宗徳

副会長就任挨拶

 副会長　　野際　宏行

幹事就任挨拶

 幹　事　　渡邉　好司

　改めまして皆さんこんにちは！　皆さんのお陰で
ここに立たせてもらっています。この度、創立6₈年の
伝統と歴史のある沼津ＲＣの会長を務めさせてい
ただきますが、就任にあたり、17年前に沼津ＲＣに
誘っていただいた鈴木一郎元会員と積ＰＧ、また、
入会の背中を押してくれた義父で外科医の故佐藤賢
一栃木ＲＣパスト会長、その後も常に温かく見守っ
ていただいた全ての会員の皆様に感謝いたします。
　また、会長と二人三脚してくれる渡邉好司幹事、次
年度の野際副会長、峯村副幹事と今年度の理事役員
並びに各委員会・クラブ研修リーダー・ＳＡＡにはそ
の役を快く引き受けていただきありがとうございます。
　「運・鈍・根」という言葉がありますが、知っている
でしょうか？　私にとっては鈍と根が自分のカラーと
思っておりますが、会長の任期内にこの「くそ真面
目」から抜け出して少しでもウイットのある話ができ
るようになれればと思います。
　さて、会長として一番心がけたいことは、有能で、
思慮深く、寛大な沼津Ｃの会員の能力を最大限引き
出すことです。二つ目はこれから続く方にも仕事とＲ
活動の両立ができるようなクラブを目指して従来の
沼津Ｃのよさを残しつつ、より時代の変化にも向かえ
るクラブ運営を進めます。
１�．例会がＲの基本ととらえて、プログラム委員長
からの意向も踏まえてリレートークをより発展させ
た会員による内部卓話の充実を図ります。
２�．欠席した例会のメーキャップについては同じ年
度内で行うことができると変更されましたが、沼津
Ｃについては出席に関してのメーキャップについ
ては、当面、従来の前後2週間とします（Ｃ定款変
更に伴うＣ細則改正が現状ではできないため、理
事会では継続事項となりました）。
３�．エンドポリオ合同募金活動や柿田川湧水地清
掃は近隣クラブと合同奉仕作業として参加します。
４�．米山梅吉記念館50周年記念式典は移動例会と
して全員登録で参加します。
５�．Ｒ公共イメージ向上の一環として沼津Ｃ内での
Facebook立ち上げを有志の中で検討しています。
６�．「千本をよくする会」の活動を支援して、継続ある
沼津Ｃの地域奉仕活動とします。
７�．今回、共に医療に携わる会長・幹事の組み合わ
せになりました。先日、沼津市長表敬訪問、静岡
新聞社、沼津朝日新聞社を回り懇談をさせていた
だきましたが、世間ではこの関連の関心が高いと
感じました。任期の間に話題提供やＲとして関わ
れるものがあるか探していきたいと思います。
　最後に、もう一度、「ロータリーでつながろう」はク
ラブの中での「つながり」重視して行動し、次に「つな
げる」クラブ運営を皆さんと共に目指します。この1年
よろしくお願いいたします。

　本年度、副会長を仰せつかりました野際です。よ
ろしくお願いいたします。この1年間、東会長の方針
のもと、クラブの運営が円滑にそして会員各位に楽し
んで参加いただけるよう努めさせていただきます。
　クラブ運営委員会の各会長、委員各位のご協力を
いただきながら東会長を補佐してまいりたいと思い
ます。会員の皆様のご理解とお力添えをお願い申し
上げます。
　私は小川義次さん・鈴木一郎さんのご紹介で2004
年12月渡辺芳彦会長にバッジを付けていただきまし
た。早いもので 15 年が経つわけではございますが、
ロータリアンとしては未熟者ですので皆様のご指導
をいただきながら、来たる時に向けまして大いに勉強
させていただく所存です。この1年よろしくお願い申
し上げます。

　この度、東宗徳会長のもと幹事を仰せつかりまし
た。伝統と格式のある沼津ＲＣで幹事という重要な
役職を任されることは大変光栄なことと感じておりま
す。しかし、経験の浅い私に務まるのか多くの不安
も感じております。東会長を精一杯サポートすること
で、微力ですが沼津ＲＣのお役に立てるよう努力し
てまいりますので、1年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　私は、平成24年5月11日に入会させていただき₈年
目となります。その間、出席の委員長、プログラムの
委員長、ＳＡＡなどさまざまな委員会活動に携わっ
てまいりました。特にＳＡＡは本来会長経験者が担
当する重要な役割であり、例会の気品と風紀を守る
こと、会場の監督責任など厳しい対応が求められま
す。私のような経験の浅いものにとっては食事の味を
感じることのできない、手に汗を握る1年となりまし
た。沼津ＲＣの皆様はマナーに厳しく、私が担当と
いうこともあり、大変ご協力をいただきました。また、
副ＳＡＡの大熊君にも支えられ、やり遂げることがで
き、ＲＣの一員に近づけたと感じることができました。
　ＳＡＡの活動が楽しくなってきた一昨年9月15日
に幹事就任の要請を受けました。大変ありがたいこ
とですが、当時沼津薬剤師会で会長に就任したばか
りでしたので両立できるのか、悩む日々を送りまし
た。沼津薬剤師会の私の前任の会長は沼津ＲＣに
所属していました鈴木典之先生です。私は鈴木先生
から勧めがありＲＣに入会をすることを決めたことも

正副会長・幹事　就任挨拶正副会長・幹事　就任挨拶
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あり、鈴木先生にご相談させていただいたり、ＲＣ
の諸先輩方にもご相談をいたしました。最終的には
沼津ＲＣの諸先輩方から励まされ、10月6日に幹事
をさせていただく旨の返事をいたしました。今になっ
て思い返しますと 3週間悩んだ期間に異業種の諸先
輩方とお話ができＲのすばらしさを再認識すること
が今につながっていると感じています。
　昨年 7月に副幹事に就任し、準備期間に入りまし
た。11月の第1例会、12月の第1回被選理事会を目指
し、一番大切な理事・役員・委員会の編成を始めま
した。東会長の意向は「経験の浅い方に経験を積ん
でもらいたい」でしたので、委員会の編成では入会の
若い会員の方に委員長をお願いいたしました。東会
長とともに悩みに悩んで何とか作り上げ発表の日を
迎えることができ大変安堵したことが、つい昨日のこ
とのように思いだされます。そして、年が明け3月には
会長エレクト研修セミナーＰＥＴＳに参加いたしま
した。そのなかで初めての試みとしまして幹事エレク
ト研修セミナーＳＥＴＳが開催され、会長を支える
幹事の重要性について学びました。4月には地区研
修・協議会に参加し、日本Ｒが100周年を迎えるこ
と、米山梅吉記念館が創立50周年を迎えること、本
年度の国際大会がホノルルで開催されることなど楽
しみな事業がたくさんあることを知り、皆様にとって
より良い1年となることが期待されます。
　東会長を支え楽しいクラブ運営ができるように全
力を尽くしてまいります。そして、皆様にご迷惑をお
かけしないよう努力いたしますので、皆様からのご指
導もよろしくお願い申し上げます。

ご 挨 拶
 2019‒20年度静岡第2グループ
 ガバナー補佐　　田中　　祐

ガバナー補佐公式訪問

　本年度静岡第2グループのＧ補佐を務めさせてい
ただきます田中祐と申します。出身は富士山吉原Ｒ
Ｃです。さて、本日は伝統ある沼津ＲＣ様に新年度
初日のご迷惑も顧みず推参申し上げ、誠に恐縮に存
じます。Ｇ公式訪問の露払いとして事前に訪問いたし
ますので、斯様なご無理な日程となりました事をお詫
び申し上げます。
　さて、今年度のマーク・ダニエル・マローニーＲＩ
会長はそのテーマを「ROTARY�CONNECTS�THE�
WORLD」「ロータリーは世界をつなぐ」といたしまし
た。メッセージでは、「Ｒの奉仕を通じて、有能で思
慮深く、寛大な人々が手を取り合い、行動を起こす
ためのつながりを築いて参りましょう」です。
　現在のＲＩの基本的考えは「2017�年からの戦略計
画」に基づいています。翻訳を読む限り具体的には何
を目指しているのかを理解するのは難しい文章です
が私なりの理解を簡単に申し上げますと、
１．奉仕の実績を上げて社会にインパクトをもたらす
　　�例えば、ポリオ撲滅の実績を強調するなどして
社会にアピールする

２．参加者の組織基盤を広げる
　　奉仕のために会員の間口を広げる
３．参加者の積極的なかかわりを促す
　　�会員の参加を前提としたプログラムをクラブが
提供する。リーダーシップを育成する

４．適応力を高める
　　�クラブの運営とガバナンスを柔軟にし、社会の
変化に対応できるように見直す

　何れも、個々に見て行くと今までの我 （々特に日本
の）の信奉する価値観（例えば職業奉仕の理念とか
出席率向上）とは視点が異なるようで、今年のＣＯＬ
2019 の議決などを見ても、何か違うなと思われる会
員は多いと思います。前回のＣＯＬ2016では、例会
の回数を月2回以上であれば良いこととなり、今回は
メークアップの期間が2週間から1年に変更されるな
ど例会や出席規定、または職業に関する制限などが
次々に緩められております。
　しかし、これが世界の潮流で、これは欧米と日本
のロータリアンに横たわる大きな文化的な違いに源
があると思うのですが、本日これをお話するには時
間が足りません。
　私はどちらかといえば米山梅吉翁や松下幸之助
翁が愛した日本のＲが好きなのですが、立場をわき
まえなければなりません。当然2620地区はＲＩの方
針に忠実です。今期の安間Ｇも先程の「2017年から
の戦略計画」に沿った方針を掲げられておられます。
これは当然のことであり、理解すべきことでありま
しょう。
　これからは、ＲＩ、地区、各クラブの関係を見直
し、各クラブでどう整合性を付けるかが課題でありま
す。皆さまも日本のＲＣの過渡期であるという認識を
お持ちいただきたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。

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

四つのテスト
－言行はこれに照らしてから－

Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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１�．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…7/17（水）は例会変更
　長　　　泉…7/17（水）は夜間例会
　　　　　　　7/31（水）は特別裁量休会
　富 士 宮 西…7/19（金）は特別休会
　沼　津　北…7/30（火）は夜間例会
２�．本年度例会変更 事業計画書でご確認ください
３�．7/4（木）沼津市役所・沼津朝日・静岡新聞社へ
挨拶訪問
４�．2019-20年度上期会費・特別会費ご納入のお願
い　ポストイン
５�．7/28（日）夏祭りクリーン作戦参加のお願い　
ポストイン
６�．8/2（金）前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事
激励会のご案内　ポストイン
７�．2019-20 年度事業計画書・会員名簿・Ｒ手帳・
「Ｒの友」7月号・Ｇ月信7月号　配布
８�．7月のロータリーレート　1ドル＝108円
９�．9/28（土）Ｒ日韓親善会議のご案内
10�．10/5（土）第18回Ｒ全国囲碁大会のご案内

東君…今年度会長を務めます。幹事の渡邉好司君と
共に1年間よろしくお願いします。
道前君…本年度もよろしくお願いいたします。
細澤君…東会長・渡邉幹事、新年度のスタートおめ
でとうございます。お体に気をつけて、1年間頑張っ
てください。
石川君…東会長・渡邉幹事、1年間無理なく頑張っ
てください。
石渡君…出席委員長を仰せつかりました。1年間よろ
しくお願いいたします。
實石君…東会長・野際副会長・渡邉幹事・峯村副幹
事、1年間頑張ってください！！
峯村君…東年度のスタートです。体調を崩さず1年間
頑張ってください！
森藤君…東会長・渡邉幹事、1年間頑張ってください。
野際君…東年度のスタートです。皆様のお力添えを
お願い申し上げます。
大石君…結婚記念日、お祝いありがとう。
大村君…東会長・渡邉幹事、1年間頑張ってください。
陰から応援しています。
奥村君…東会長・渡邉幹事のご健勝をお祈りいたし
ます。
積君…東先生、渡邉幹事さん頑張ってください。
寺田君…東会長年度の成功を祈ります。
渡邉（好）君…東会長のもと幹事を務めます。1年間よ
ろしくお願いいたします。
渡邉（雅）君…東会長、就任おめでとうございます。1
年間よろしくお願いします。
渡邊（洋）君…Ｒ財団の委員長を務めます。1年間よ
ろしくお願いします。
山口君…東会長・渡邉幹事、1年間頑張ってください。
田中Ｇ補佐、ご指導よろしくお願いいたします。

第1回クラブ協議会❶

クラブ管理運営� リーダー　　野際　宏行

　クラブ管理運営委員会は、会長のテーマに沿った
クラブの管理と効率的な運営を目指すことが役割で
す。出席・親睦・会報・プログラムの各小委員会との
連携を密に取り、会員皆様のご協力を得て、魅力的
で楽しく、活気のあるクラブ運営ができるよう活動を
進めてまいります。会員皆様のご理解とご協力、積
極的なご参加をお願いいたします。

広　報� リーダー　　山口　和一

　一般の方々は、Ｒという名前を耳にしたことのある
人は多くても、ＲＣの活動内容を理解している人は
ほとんどいないとのことです。広報は、広報委員会
と雑誌委員会の2委員会で構成されています。各委
員会と連携を密に行い、広く地域の皆様にＲＣの奉
仕活動をご理解いただくことを重点に活動してまいり
ます。新聞をはじめマスコミ等への働きかけを積極的
に行い、担当委員会とも連携し、協力を得ながら進
めていきたいと考えます。市民の皆様にＲの活動を
ご理解していただけるよう努力してまいりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

会員維持増強� リーダー　　森藤　恵二

　会員増強はクラブにとって最重要課題の一つだと
考えております。また、増強活動を行うことにより各
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あるとも考えておりま
す。委員会のメンバーのみならず、ぜひ会員の皆様
にもご協力いただき増強を進めていきたいと思いま
す。会員選考、Ｒ情報、会員増強、職業分類の関
連委員会が積極的な姿勢がとれるよう的確な情報
交換に心がけていきます。また、各会員の皆様から
の情報もしっかりと取り入れてまいりますのでご協力
よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト� リーダー　　石川　三義

　今年度2620地区では、4つの委員会が地区「奉仕
委員会」として統合されましたが、沼津ＲＣでは、奉
仕プロジェクト委員会という名称の下、これまで通
り、青少年・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の4つ
の委員会が綿密に連携を取りながら事業を推進しま
す。4委員会は、まさにＲＣの奉仕の理念を実現する
委員会であり、ＲＣの中心的で大変重要な委員会で
あります。会員一人ひとりが自らの職業を通じて社会
貢献・地域貢献することはもとより、これまで実施し
てきた活動を継続することにより、ＲＣの活動の「見
える化」と市民の皆様にＲの活動をより理解してい
ただくことに努めてまいります。一年間、会員の皆様
のご協力をよろしくお願いいたします。

ロータリーの標語　　超 我 の 奉 仕

　各常任委員長より今年度の事業計画が発表
されました。
詳しくは、事業計画書をご覧ください。




