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１ ．例会変更のお知らせ
沼 津 北…7/21（火）は祝日週休会
富士山吉原…7/23（木）は休会
富 士 宮…7/27（月）は特別休会
２ ．7/17（金）臨時総会
⇒�クラブ細則改正についての臨時総会です。ご出席
をよろしくお願いします
３ ．会員候補者のご通知と入会諾否のお伺い　ポ
ストイン
４ ．地区幹事交代のお知らせ
⇒�寺戸常剛地区幹事から谷本宏太郎新地区幹事
（静岡ＲＣ所属）に引き継ぎ
５ ．10/3（土）第 19回ロータリー全国囲碁大会のご
案内　卓上配布　⇒お問い合わせは事務局へ

野口君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
毎年のことですが、お祝いしていただくまですっかり
忘れておりました。

クラブ協議会❶
クラブ管理運営 リーダー　　實石　　学

　野際会長の下、クラブの適切な管理と最も効率的
な運営を実践し、快適なクラブづくりを目指します。
「未入会の方を例会にお連れする」がスムーズにいく
ためのプログラムや、会員向きの例会や親睦の内容
も考えます。各小委員会のスムーズな連携のため、各
会合に参加アドバイスをし、まとめていきます。皆様
のご協力をよろしくお願い申し上げます。
出　席　前年度は、新型コロナ対策のため、長期に
わたり定例会が休会となりました。一つひとつの例会
を大切にし、定例会以外の行事にも可能な限り出席
していただきたいと思います。事業に影響を受けてい
る会員もいらっしゃると思いますが、コロナを乗り切
るための活力となるよう全会員で声を掛け合い、
100％出席を目指しましょう。ご協力お願いします。
親　睦　【委員会の業務】①例会の受付を笑顔で行
う�②ゲスト・ビジターへの配慮�③スマイルボックス
の集計、例会時に報告�④新会員のフォロー及び会員
またはその家族への配慮　【主要な行事】7/31㈮�前
会長・幹事の慰労会並びに新会長・幹事の激励会、
10/9㈬�4クラブ合同例会（夜間例会）、12/18㈮�忘年
家族会（夜間例会）、4～5月予定�研修親睦旅行（職
業奉仕委員会と合同）�ご理解ご協力をお願いします。
会　報　例会で発表・発言した人、会員に伝えたい
ことがあれば原稿の提出をお願いします。会報は、例
会毎に発行する記録で、その積み重ねが沼津ＲＣの
歴史を作っていく大事な書類です。すべての記事を
読み、Ｒ情報を豊富にし、Ｒに対する意識を高めて
いただくことが、沼津ＲＣの質の向上につながりま
す。また、例会を休んだ人が会報を見て、その時の
例会がどんなだったかを理解できるようになれば幸
いに存じます。皆様のご協力をお願い申し上げます。
プログラム　世界的な新型コロナ禍にある本年度、
特に上期に外部卓話をプログラムすることは困難な
状況です。前年度を踏襲し、クラブメンバーに自らの
職業について語っていただく例会や、また日本Ｒが
100年を迎える記念すべき年度でもあるため、Ｒ歴の
長い会員の方々にクラブの歴史など語っていただき、
改めてＲと沼津ＲＣを知り、親しむ機会となる例会
にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

公共イメージ向上 リーダー　　清　　マキ
　今年度から広報委員会の名称が変更になりまし
た。広報委員会と雑誌委員会で構成され、ＲＣの
活動を一般市民の皆様に理解していただくための活
動を行っていきます。今年度の名称変更はＨＰ等の
ネット、ＦＢやTwitter等のＳＮＳ配信を加えていこ
うという試みに基づいています。誰もがもっているス
マホで簡単に見ていただけるという最大のメリットを
生かし、写真や動画などを駆使してもっと身近にＲＣ
を感じていただき理解していただこうと思っておりま
す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
広報・雑誌　各会員が広報マンとして、内外にＲ活
動をアピールできるように応援していきます。ポリオ
撲滅活動や奨学金制度やボランティア活動を通じて、
多くの市民に訴えていきたいと思います。また、ＳＮ
Ｓを大いに活用していきます。

会員維持増強 リーダー　　吉野　聖一
　コロナ禍の中、会員維持・増強をすることは極め
て困難なことですが、地域への奉仕のみならず、ポ
リオ撲滅を目前にめざして活動してきたＲＣの価値
を再認識できる機会にしていきたいと考えます。有意
義で楽しく価値のある時間を共有できますよう、各委
員会と連携し、皆様と積極的にコミュニケーションを
とりながら新しい時代のクラブづくりができることを
祈念し、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
会員選考　会員候補者がメンバーとして相応しいか
どうかを判断して理事会に報告します。その基準とし
て、奉仕の精神への理解、地域社会並びに職業上の
評価、例会・その他の会合への積極的な出席、会員
としての財政的な義務などがありますが、次世代を担
う会員候補者には、変化に対応できる柔軟な思考
や、多様性に対する協調性なども考慮されます。
Ｒ情報　コロナ禍の中でもＲはその精神に基づき、
地域社会に貢献しています。これらＲの活動の理解
のため「Ｒの友」など活用して最新の情報を会員に届
けると共に、新会員ならびに入会して間もない会員に
対しては「Ｒの使命」と共にその「独自性・多様性・公
平性・開放性」についても理解していただき「Ｒライ
フ」を十分楽しんでもらえるように支援いたします。
会員増強　まずは、Ｒを知ってもらうことが一番大
切で、クラブ全員の力で情報提供やお声掛けをして
いくことで会員増強に繋がります。コロナウイルスの
影響で、これからの情勢不安も否めませんが、そん
な時こそＲ、それでこそＲの精神で、相互扶助がで
きる環境を整え、奉仕の精神、奉仕の気持ちで活動
していきます。ご協力をお願い申し上げます。
職業分類　今後は働き方が大きく様変わりすること
も考えられ、新しい職業、減少していく職業、多様
化していく職業と、分類が難しくなることも踏まえ、臨
機応変に対応していく事が必要になってくると思いま
す。理事会に報告しながら協議を重ね、より良い会
員増強を心がけていきたいと思いますので、皆様の
情報提供やご指導、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。
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会長挨拶� 会　長　野際　宏行
　皆様こんにちは、本日はビジターとして沼津北ＲＣ横山
会長・高橋幹事がお越しになられましたので後ほどご挨拶
を横山会長からいただく予定でございます。よろしくお願
いいたします。
　さて、本日はクラブ細則改正に伴う臨時総会を開かせ
ていただきます。
　皆様もご承知のとおり、ロータリーの定款が変更されま
して、当クラブのメークアップ規定との整合性を取るため
に細則の改正をご審議いただくものです。昨年度から山
本君のお力添えをいただきまして、本日上程いたしますク
ラブ細則案ができましたことをご紹介し、山本君にお礼を
申し上げます。
　その後、出席・在籍表彰が行われます。
　今年度は、在籍40年の方を筆頭に在籍表彰4名、ホー
ムクラブ100％出席8名、地区報告出席率100％17名の方
が表彰されます。おめでとうございます。
　東パスト会長が、例会はロータリー活動の基本と以前
お話なさいましたように、例会を基本と捉えまして、本年
度も多彩なプログラムで楽しい例会の開催を目指してま
いりますので、よろしくお願いいたします。
ビジター �横山　貞治君、高橋　　健君（沼津北）
他ＲＣ出席 �細澤君（7.4第1回地区諮問委員会）、野際

君・峯村君（7.14沼津北）

欠席者（12名）
道前君、今田君、石川君、髙地君、
三好君、望月君、森藤君、村上君、
塚本君、山本君、横溝君、山口君
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7月31日（金）
　前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事激励会
　（夜間例会）

配偶者誕生日　渡邉　礼子様（好司君）

8月7日（金）
　会員卓話「コンクリートについて」
� 会　員　　大熊　宏幸君
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１ ．7/19（土）地区Ｒ財団セミナー
⇒�野際会長・峯村幹事　2名出席予定
２ ．7/26（日）地区米山記念奨学セミナー
⇒�野際会長・森藤米山委員長　2名出席予定

東君…ホームＣ100％何とか達成できて、ほっとして
います。
野際君…本日は、沼津北ＲＣ横山会長、高橋幹事
がお越しくださいました。
大友君…5年在籍表彰をいただきありがとうござい
ます。態度が大きいのは体格のせいです。
向坂君…誕生日のお祝いありがとうございます。色々
な方々にお世話いただいております。
積君…会長幹事慰労会は欠席させていただきます。
すみません！！
寺田君…ホームクラブ100％表彰していただきました。
ありがとうございます。
渡邉（雅）君…在籍40周年、ホームクラブ100％表彰
ありがとうございます。

2019-20年度　出席表彰
在籍表彰 （2020.7.1時点での満年数）
在籍年数 会員氏名 入会年月日
40 渡邉　雅昭 1979.11. 2

15 野際　宏行 2004.12. 3
實石　　学 2005. 7 . 1

5 大友　保志 2014.11. 7

ホームクラブ出席率100％

地区報告出席率100％

渡邉　雅昭君 (在籍40年)
　例会の出席は義務であると教育され、気づけば40
年経ってしまったというのが実感です。入会の許可を
いただいたのが36歳だったので、自分の人生の半分
以上をＲに在籍したことになり、時の流れを感じます。
　この間、出席率100％維持できたのも健康であった
ということでありますが、ここ数年はホームクラブ
100％も達成できるようになり、日 Ｒ々ライフを楽しん
でおります。今後どのくらい在籍できるかわかりませ
んが、健康が許される内はがんばりたいと思います。

野際　宏行君 (在籍15年)
　2004年12月、亡くなりました母が沼津クラブに入
会させていただいた関係で、小川義次さん・鈴木一
郎さんのご紹介をいただき入会させていただきまし
た。当時の会長は、仕事でも大変お世話になってお
ります渡辺芳彦会長でした。クラブ内では、副ＳＡ
Ａ・鈴木啓司年度に幹事を務めさせていただきまし
た。積先生がＧノミニー時代から地区出向が始まり、
地区での友人も増やすことができました。そして今年
度の大役となりました。今後ともお力添えをよろしく
お願い申し上げます。

實石　　学君 (在籍15年)
　平成17年7月1日に石渡会長にバッジを付けてい
ただき入会してから丸15年が経ちました。スポンサー
は渡邉雅昭君と細澤哲哉君でした。入会当初から
色 な々お役目をさせていただき今年度は副会長を拝
命いたしました。皆様にご迷惑をかけないようにクラ
ブ運営管理をしっかりと確実に進めていきたいと考
えておりますので皆様よろしくお願いいたします。

大友　保志君 (在籍5年)
　山口さんと、今は亡き内田君に誘われて2014年11
月に入会をさせていただきました。当初はＲ用語が
全くわからないので、度々内田君に聞くと、「そんな
ことわかる訳ないだろう」と一蹴されました。こいつは
勢いだけでやっているのだと思い、自分もある意味
では見習いました。最近は森藤さんや實石さんに「偉
そうに」と言われることがありますが、体型の問題だ
と思いますので、これからも優しく見守ってください。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

寺田　　鼎
渡邉　雅昭
石渡　保宣
細澤　哲哉
東　　宗徳
大村　愛美
峯村祐紀子
大石　昭裕

服部哲雄　　實石　学　　野際宏行　　野口陽一
大熊宏幸　　奥村茂春　　大田昭二　　清　マキ
白壁浩之　　勝呂　衛　　渡邉好司　　渡邉真司
山口和一　　山本洋祐　　吉野聖一

臨時総会開催
　7/17（金）例会時、「メークアップに関するク
ラブ定款変更に伴うクラブ細則改正の件」（別
紙）につきまして、臨時総会が開催されました。
　審議は、全員異議なしで可決されました。

　7/26（日）に予定されておりました沼津ＲＣ
親睦ゴルフコンペは、新型コロナウイルス感染
防止の観点と、悪天候の影響で、残念ながら
中止となりました。




