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皆さんこんばんは。Ｒでは12月は疾病予防と治療月間とさ
れています。先日配られたＲの友 12 月号では「元気にＲ活を
続けよう！」という見出しで特集が組まれており皆さんもお読
みになられたかと思います。
中でも特に目を引いたのは 2710 地区（広島）で 2016 年から
3ヶ年かけての取り組みです。現在、日本人の死因の第1位の
「がん」を予防するため、2016-2017年度の田原榮一Ｇ
（元広大
病理学教授で現在は公財・広島がんセミナー理事長）の主導
により地区を挙げて、がんの予防推進活動に取り組まれたと
いう記事でした。
各クラブやグループ内での啓蒙活動に留まら
ず、職場や学校など地域におけるがん予防啓発活動として出
前授業や公開講座に取り組み、①会員、職場、社会への啓
蒙活動により禁煙などがん予防の習慣づけやがん検診受診
率が上昇②がんに罹患しても優しく受入れる社会や職場の構
築③青少年へのがん予防の啓蒙活動など一定の成果が得ら
れたようです。以前にも会長挨拶で触れましたが、ポリオを始
めとする地球上の多くの感染症はワクチンで予防できる時代
になりましたが、多くのがんについては未だ予防のためのワク
チンができていません。特に働き盛りでのがん死亡率を減少
させるためは若いうちからがん予防やがん検診への十分な理
解が必要と思われます。また、
「子どもたちが創る健康的な未
来」と題する札幌北ＲＣの取り組みも素晴らしいものでした。
子どもの健康教育に端を発した「インセンティブファンド」＝
「やる気基金」で子どもたちが地域を変える力になる。この活
動を通じて、単に
「モノを贈る」
ことでなく、支援する地域の子
どもたちが自発的に行動するきっかけをつくり、それを支える
こともＲの奉仕活動であると教えられたとの事です。
さて、今日が今年最後の例会となりますが、皆さんにとって
今年のＲはどんな年だったでしょうか？ 沼津Ｒにとっては今
年は第2グループになり最初のＩＭの開催という大きな行事が
あり、又、積ＰＧが理事長を務める米山梅吉記念館 50 周年
記念式典にあたり、それぞれの役割を担当・実行された会員
の方々には本当にご苦労されたことと思います。こんなことが
あり、細澤Ｐ会長をはじめ会員の皆さんにとって「今年はいい
年でした」
と言えるのではないかと思った次第です。
私にとってはちょうど折り返しとなりますが、お正月で気持
ちが緩まないように後半が始まる新年 1 月 10 日の例会に臨み
たいと思います。
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1月10日（金）
年男・年女放談 子年

積君・向坂君・太田君・清君・木村君
会員誕生日 渡邉 秀一君、東
宗徳君
配偶者誕生日 恒吉 壽子様（忠雄君）
向坂 則江様（義次君）
杉山八千代様（哲男君）
結婚記念日 渡邊洋二郎君
1月17日（金）
年頭のご挨拶


沼津市長

賴重

秀一様

沼津ロータリークラブ

忘年家族会
親睦活動委員会
2019.12.20 ㈮
於：沼津リバーサイドホテル

恒例の忘年家族会、今年も多くの会員、
ご家族、学友の方のご参加をいただき、賑
やかに行われました。
各テーブルでは会話も弾み、アトラク
ション、お楽しみの大抽選会と盛り上が
り、年忘れのひとときを過ごしました。
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親睦の

ひととき…

何が当たるかな？

大抽選会

１．例会変更のお知らせ
富士山吉原…1/16（木）は例会場変更
1/23（木）は1/19（日）

静岡第2グループＩＭに振替
２．12/12（木）ロータリー・リーダーシップ研究会
（ＲＬＩ）パートⅢ ⇒山口君 1名出席
３．12/21（土）ロータリー・リーダーシップ研究会
（ＲＬＩ）パートⅠ
⇒實石君・山口君・吉野君 3名出席

12月合計

26,000円

学友会 植松茂様…皆様のおかげで開業し、3年を
迎えました。まだ学友会というかたちですが今年も仲
間に入れてください。
市川真理様…今年も一年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
東君…本日、忘年家族会多数のご参加ありがとうご
ざいます。親睦活動委員会の皆様には大変お世話に
なります。
野際君…可愛い（笑）家内への誕生祝いありがとう
ございます。恐妻家より御礼申し上げます。
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米山 12/6 時点で 532，000 円の特別寄付金をいた
だき、感謝いたします。米山月間は終わりましたが、
寄付は1年中受け付けております。まだご寄付いただ
けていない方におかれましても、目標金額1人16，000
円を達成できますよう、ご協力お願い申し上げます。

第2回クラブ協議会❷
会員維持増強

森藤 恵二
会員増強はクラブにとって最重要課題の 1 つだと
考え、各小委員会と連携し増員に繋げます。退会者
が出ないよう、魅力的で楽しみな例会等になるよう
努力していくことも大切なことと考え協力します。
会員選考・Ｒ情報 会員全員で情報を共有しリスト
アップして会員増強していきましょう。他クラブの成
功事例を参考に行動し、会員選考しＲ情報が開催で
きる日を楽しみにしています。
会員増強・職業分類 今年度の地区の目標は純増2
名であります。当クラブは47名でスタートし上期にお
いて 1 名の退会者がありましたので現在 46 名の会員
であります。下期には 3 名の入会者を目指してまいり
ます。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト

リーダー

渡邉 雅昭
クラブ研修リーダー
クラブ研修リーダーの役割は：クラブを活性化させ
るためのきっかけ作りを推進すること。①会員のニー
ズを調査する：上期にアンケート調査実施（12/6）。②
現・次会長、会長予定者と協議し、中長期的計画を
立てる：下期の早い時点で実施したい。③クラブ目
標を分析し、成果を評価する。これらを基本として
活動を推進したい。④Ｒ情報の提供 ：東会長が会
長挨拶の中で適宜実施。テーブル会等で飲食の前に
Ｒについての話を取り入れてほしい。

石川 三義
各奉仕活動において、会員の皆様、ご家族の方々、
沼商・桐陽ＩＡＣの生徒さんにも多数参加いただき、
予定どおり事業を実施できました。ありがとうござい
ます。残り半年、引き続きご協力をお願いします。
青少年 8/3 ＩＡ年次大会が藤枝順心高校にて行
われ、沼商ＩＡＣ3名と参加してきました。また、9/7
柿田川湧水奉仕活動や 10/6 ポリオ根絶街頭募金に
も沼商、桐陽高校が積極的に参加してもらいました。
今後ともＩＡの高校生を支援し、応援していきます。
職業奉仕 前期は職業奉仕の機会をなかなか作れ
なかったので、後期は積極的に取り組みたいと思い
ます。4/12
（日）
地区研修協議会に出席し、セミナー
報告を例会で行う予定です。日帰り研修親睦旅行の
開催も予定しています。ご協力よろしくお願いします。
社会奉仕 7/28夏祭りクリーン作戦は台風の接近に
よる天候不順のため中止と残念でした。千本をよくす
る会は、10/20・12/8に実施されました。それに際し、
チリ取り2台と熊手を3本購入させていただきました。
次回は4月の予定です。よろしくお願いいたします。
国際奉仕 職業奉仕・社会奉仕と連携を取りながら
活動をしていくことになりましたが、現時点では具体
的な結果は出ていません。「奉仕」の活動がより良い
ものになり、一般の方々にも広くご理解いただけるよ
うな仕組みづくりを心がけていきたいと思いますので、
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

財団プロジェクト

リーダー

實石
学
会員の皆様には、寄付や100万ドル例会食のご協
力をいただき感謝しております。各委員長にはセミ
ナーにも積極的に参加いただき例会にて報告卓話も
させていただいております。「未来の夢計画」で福祉
団体への寄付もさせていただきました。引き続き、ご
協力をお願いいたします。
Ｒ財団 7/27 地区財団セミナーに出席しました。
10/6 ポリオ根絶街頭募金活動を行いました。
「未来
の夢計画」では指定生活介護事業所「ビーンズ」にセ
ラピーマット等を寄贈、10/25の例会において贈呈式
を行い施設長より卓話をいただきました。寄付に関し
まして、すでにご寄付いただいている約5，800ドルを
12月中に財団へ寄付する予定です。下期も皆様から
の善意の寄付をよろしくお願いします。
リーダー

Ｓ・Ａ・Ａ

大友 保志
①会場内備品類のチェック②ゲスト、ビジターの
チェックと席の準備とご案内③例会中の秩序維持の
ための配慮④途中入場者および途中退場者の管理
⑤定められた時間どおりに例会を進行させる⑥幹事、
親睦委員会、プログラム委員会との事前調整⑦ 3 か
月ごと席替え⑧各慶事品の検討購入⑨前年度より
の踏襲として例会開始前の一礼に努めております。例
会をはじめとするすべての行事や会議が楽しく秩序
をもって運営されるように心を配り、気品を守りなが
ら会合がその使命を発揮できるように監督してまい
りますので、残り半年間よろしくお願いいたします。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

理 事 会 だ よ り
◆第7回定例理事会
201₉．12．20（金）17：₃0～ 出席者11名
【報告事項】
１．ＩＭ 1/19（日）について
⇒47名（11/1時点の会員数）登録
⇒本日現在の出欠状況 出席34名、欠席12名
２．2019-20年度下期会費ご納入のお願いについて
⇒1/10例会にてポストイン
【議事】
１．1月例会プログラムの件 承認
1月17日

年頭のご挨拶
沼津市長


1月19日

静岡第2グループＩＭ
（1/24（金）の振替）

賴重

秀一様

1月31日

グレシャム市（アメリカ）のＲＣ体験談
会 員
恒吉 忠雄君


2月7日

人生100年時代へ
change&challenge
会 員


渡邉

秀一君

２．研修旅行（職業奉仕・親睦）の件 承認
⇒「5～6月・水曜日・東京方面」で職業奉仕・親睦
の両委員会にて検討中
⇒次回理事会で再検討する
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