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皆さんこんにちは。本日の例会において恒例の出席表
彰とクラブ在籍表彰が行われます。詳細は後ほど出席委
員長からの発表がありますが、出席表彰対象者はホーム
クラブ出席率100％は9名と地区報告出席率100％は16名
となります。クラブ在籍表彰は5年毎にクラブの功績に対
してその労をねぎらうもので、今回は在籍30年筆頭に計9
名の方々が対象者となります。受賞者の方々には今しばら
くお待ちください。
さて、2016 年のＲＩ規定審議会では例会運営につき、
例会開催の回数などにつき各ＲＣに大幅な柔軟性が認
められるようになりました。また、メークアップ期間につい
ても、各クラブが細則で別途定めることができるようにな
りましたが、定めない限りは、標準定款に則り例会の前
後14日間になります。これが2019年のＲＩ規定審議会に
おいてメークアップ期間は各クラブが細則で別途定めな
い場合は「年度内」となりました。これは、欠席した例会
のメークアップは同じＲ年度内であれば行うことができる
ということです。ただし、メークアップ期間は各ＲＣが細
則で定める場合に限り自由に決定することができるとさ
れます。
Ｒの格言に「出席なければ親睦なし。親睦なければ奉
仕なし」があります。Ｒにおける出席の意義は昔も今もこ
れから先も決して変わることがないＲの根幹とされてきま
したが、世界のＲの流れは新しいビジョン声明にもあるよ
うに持続可能な良い変化を求めています。クラブ運営の
大幅な柔軟性の中でＲはどのような良い変化ができるか、
また、当面の変化を望まないのであれば現在の例会をよ
り魅力的な楽しめるものに変化させていけるかが問われ
ていると思います。
当クラブにおいてはメークアップ期間について従来の
前後14日間を維持する方向でクラブ細則を定める準備を
行っておりますが、今後も皆さんと共により魅力ある楽し
める例会を目指していければと考えております。
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前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事激励会
（夜間例会・18：00点鐘）
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8月9日（金）
会員増強・拡大月間担当例会
8/4地区会員増強・維持セミナー報告
会員増強委員長
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2018 -19年度

出席表彰

理事会だより

在籍表彰（2019.7.1 時点での満年数）
在籍年数
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会員氏名
道前
勇
服部 哲雄
勝呂
衛
石川 三義
東
宗徳
辻
明久
峯尾佐都子
塚本 和弘
村上 綾一

【報告事項】
１．7/28（日）夏祭りクリーン作戦の件 ⇒参加予定者
21名だったが、台風直撃が予想されるため中止
２．9/7（土）柿田川湧水地清掃の件 ⇒合同奉仕作業
テーマ「水と衛生」について考える 清水町地域交流
センターにて10：30点鐘 午後より奉仕作業。ＩＡＣ
の参加を促し、共に水の大切さを考える
【議事】
１．8月例会プログラムの件 承認

入会年月日
1989. 6 . 2
1994. 3 . 4
1994. 7 . 1
1999. 6 .11
2003. 7 . 4
2004. 3 .19
2009. 4 .10
2013.10. 4
2014. 1 .31

8月9日
8月16日
8月23日
8月30日

❖道前 勇君
（在籍₃₀年） Ｒの理念もこの30年の時の
流れの中でずいぶんと変革してきました。私達に最も身
近なものが出席規定の緩和であります。Ｒの根幹をなす
職業奉仕の理念の後退とそれに代わる社会奉仕の躍進
が職業奉仕を飲み込んでしまわないよう祈るばかりです。
❖服部哲雄君
（在籍 2₅ 年） 入会時より出席 100％を目
標として例会に出席してきました。Ｒに少し慣れたころ、
Ｒ運動の実体を表す言葉
「入りて学び、出でて奉仕せよ」
を知り、その言葉を教訓としてＲ活動を続け、信頼でき
る友人となるメンバーとも出会え、充実した25年でした。
❖勝呂 衛君
（在籍2₅年） 平成6年7月1日杉山光男年
度初日に入会。会員70数名で会長は回ってこないと甘中
幹事から諭され沼津軒の会場に赴きました。
25 年の歳月、
ＲＣの雰囲気が私を今のように育て、異業種、異次元の
世界を教えてくれました。回ってこないはずの会長、Ｉ
Ｍ実行委員長を経験させていただき、残された役目は幹
事です。次々年度の幹事に立候補しようか迷っています。
今後ともよろしくご指導のほどお願いします。
❖石川三義君（在籍 2₀ 年） 社会福祉法人春風会の理
事長に就任し、その年の5月30日に天皇・皇后両陛下の
行幸啓をお受けし両陛下をご先導した2週間後に入会し
ました。入会は人生の大きな節目でした。沼津ＲＣでの
20年間の歩みは、私の福祉事業の歩みでもあります。20
年間在籍できたのも、スポンサーの寺田さんのご指導と
多くの他業種の皆様の協力によって支えられたからだと
思います。心より感謝申し上げます。
一部を要約し掲載しました。今回掲載できなかった
コメントは、次号に掲載予定です。
ホームクラブ出席率

寺田 鼎
渡邉雅昭
積 惟貞
奥村茂春
細澤哲哉
辻 明久
大村愛美
100 太田昭二
大石昭裕

9月6日

会員増強・拡大月間担当例会
8/4地区会員増強・維持セミナー報告
会員増強委員長

細澤 哲哉君
裁量休会
福島 被災地報告 沼津商業高校ＩＡＣ
職業卓話「社会保険労務士」
会 員
大村 愛美君

職業卓話「弁護士」
会 員
渡邊洋二郎君


２．次期会長指名委員会の件 東会長一任で承認
⇒例年通り進める
３．ＲＩ第262₀地区2₀22︲2₃年度Ｇ候補者推薦の件
⇒候補者なし
４．₁₀/2₇（日）₇ＲＣ親睦ゴルフコンペの件 承認
⇒会長挨拶 16組予定
クラブ負担：￥2，000×参加人数（賞品代に充当）
５．翻訳タスクフォース委員の推薦お願いの件
⇒候補者なし
６．前年度会計報告 承認
⇒本年度は定期預金8/9満期につき再検討
₇/₂₈（日）に参加予定だった夏祭りクリーン作戦で
すが、₇/₂₆例会の時点で天候不順が予想されたた
め、参加とりやめとしました。

１．例会変更のお知らせ
沼 津 西…8/15（木）は特別休会
富士山吉原…8/15（木）は特別休会
新 富 士…8/6（火）は夜間例会
沼津柿田川…8/14（水）は休会
２．₇/2₇（土）地区Ｒ財団セミナー
⇒東君・渡邊（洋）君・峯村君 3名出席予定
３．₇/28（日）262₀地区米山記念奨学セミナー
⇒山本君 1名出席予定
４．安間ＧよりＧ公式訪問のお礼メールが届きました

7月合計

地区報告出席率

原田幸治
大熊宏幸
渡邉好司
山口和一

石渡保宣
大友保志
渡邉真司
山本洋祐

58,000円

東君・渡邉（好）君…本日は出席表彰・在籍表彰です。表
彰を受けられた皆様、大変おめでとうございます。
東君…杉山哲男先生、先日は新会員勧誘のため同行あ
りがとうございます。昼間の例会に壁がありそうですが、
卓話に来ていただけるよう頑張ります。
道前君…在籍表彰ありがとうございます。
服部君…在籍表彰ありがとうございます。
奥村君…ホームクラブ 100％出席表彰ありがとうござい
ます。34年目 初心を忘れず
大友君…22日の月曜日にギックリ腰をやりまして、本日も
まだリハビリ中です。
向坂君…誕生日のお祝いありがとうございます。先日、清
さんの所で高齢者講習を受けました。
勝呂君…在籍25年表彰ありがとうございます。
寺田君…ホームクラブ出席100％でした。
塚本君…明日は土用丑の日です！でも台風ですね！

％

東 宗徳
野際宏行
勝呂 衛
渡辺芳彦

◆第2回定例理事会
2₀₁9．₇．26（金）₁₃：₃₅～
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實石 学
白壁浩之
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