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事業所：スルガ銀行 本店営業部 副部長　〒 410-8689
沼津市通横町 23 TEL�055-952-4884 FAX�055-952-
6313 職業分類：商業銀行 生年月日：1975.4.20 委員
会：親睦 緊急：A-2 増強：2組 ご家族：薫様（夫人）・
航太朗様（長男）

新会員紹介
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（山口君・渡邉（真）君紹介）

１．5/14（土）静岡第2Ｇ新旧合同会長幹事会
⇒�實石会長・大友幹事・清次期会長・渡邉（秀）次期幹
事　4名出席
２．5/28（土）富士ＲＣ夜間例会へのお誘いのご案内
３．6/10（金）ゲスト講演プログラム実施
⇒�例会30分延長（12：30～14：00、卓話時間は13：00
～14：00）　卓話ゲスト：水野正人様（東京ＲＣ・ミ
ズノ株式会社相談役会長　例会出席率 100％実現に
向け、皆様のご協力をよろしくお願いいたします

東君…新会員関俊裕君、沼津ＲＣにようこそ。本日Ｒ
情報を行いました。小林君の後任です。よろしくお願い
します。
實石君…今週末の地区大会よろしくお願いします。
大村君…夫の誕生日のお祝いありがとうございます。
大友君…関俊裕さん本日よりロータリーを楽しんでくだ
さい。
恒吉君…パンデミックも落ち着いてきたようです。6月/7
月に米国、台湾、札幌の旅行を再チャレンジします。今
回リベンジが成功することを祈ってます！
渡邉（真）君…誕生日祝いありがとうございます。
山口君…沼津の偉人江原素六翁の銅像が、沼津駅北口
に建立されました。台座工事に関わらさせていただきま
した。
山本君…妻の誕生日プレゼントありがとうございます。
米野君…先週初スマイル報告をさせていただきました。
大熊君、大石君、村上君の温かいアドバイスに緊張する
ことなくできました！！ありがとうございました。

次年度国際奉仕委員長　　太田　昭二
　4月24日の地区研修・協議会の分科会奉仕活動委員会
では国際奉仕に関する話は何も出ず、組織図の奉仕活動
委員会は国際奉仕の文言もありません。その後、4月29
日に地区奉仕活動委員会セミナーが開催されましたの
でそれについてご報告します。第1部ロータリーを学ぼう
第2部奉仕活動につなげようです。印象に残ったのは、奉
仕とは自分らしく生きることをロータリーの目的奉仕の
理念とし、他者への貢献、会員との交流、職業人として
の進化を図ることです。また事例として静岡ＲＣが静岡
まつり会場でウクライナ募金の報告がありました。

次年度青少年委員長　　野口　陽一
　青少年委員は地区研修協議会ではＲプログラム危機
管理分科会への参加となりました。コロナ禍では学校側
の自粛判断もあり思うような活動ができない現状報告の
中で、Ｚｏｏｍ等によるインターアクト指導者講習会な
ど、出来る活動は行っていく姿勢が示されました。一方
で危機管理委員会からはＲＩの虐待やハラスメントを隠
蔽しない報告体制「ゼロ容認方針」の紹介がありました。
それらを踏まえ、目標とすべきことは、沼商ＩＡＣ、桐
陽高ＩＡＣの顧問の先生や生徒との意見交換を行った
上で、交流の機会づくりを実現していくことだと考えてい
ます。

次年度米山委員長　　東　　宗徳
　次年度の地区目標は米山記念奨学事業への積極的
な参加と支援を通じてクラブの活性化を図るとあります。
１）米山記念奨学生支援として世話クラブ・カウンセラー
の引き受け（当クラブではマドマン・ソピダ君が2年目）。
２）寄付の増進（16,000円以上/人・年（普通寄付4,000
円・特別寄付12,000円）。３）今後2年間かけて全77クラ
ブを地区委員が手分けして訪問して米山奨学事業の理
解を深める活動をする。４）次年度当地区では新たに28
名の奨学生を迎えますが、奨学生の選考に当たり最も重
視するのはロータリーを通じた交流への熱意があるかど
うかです。

新会員　　海野　公彦
　地区研修へＺｏｏｍにて参加をさせてもらい、初めて
役員の方々の報告を聞くことができました。昨年10月より
ロータリー会員として入会させていただき、今回、国際
ロータリー会長のビジョン声明を聞き、またロータリアン
の行動計画などを各役員、委員の方々の取り組みを理解
して、私自身も現在このような社会の中で中核的価値観
や、多様性、奉仕する行動を起こすことを実践していけ
るよう取り組み、地域社会から持続可能な成長を求めて
会員の皆さまとつながり、ネットワークを活かしてより絆
を深めていけるよう取り組んでいきたいと思います。

地区研修・協議会報告②
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6月3日（金）
　米山奨学生卓話「一年を振り返って」
� 米山奨学生　　マドマン・ソピダ君
　Ｒ親睦活動月間担当例会

会員誕生日　　塚本　和弘君

6月10日（金）
　創立70周年記念講演「未来のロータリーを輝かせよう」
� 東京ＲＣ　　水野　正人様

NO.21

　皆さんこんにちは。5月ももうすぐ終わりですがいかがお過
ごしでしょうか。私はここ数年コロナの影響で外出や旅行が
できなくなり、持て余した時間をどう過ごそうかと考え、ベラ
ンダのプランターでゴーヤの苗を植えたところ、結構な収穫が
あり、それに気を良くし、今年はプランターを増やし、ゴーヤ
に加えナスとピーマンを育てています。毎年それなりの収穫が
あり食卓に並びます。又、このナスですが、「親の小言と茄子
の花は�千に一つの無駄もない」ナスの実が結実する割合が高
い事に、親の小言を例えた言葉ですが、実際本当にムダ花が
なく手軽に栽培ができます。ナスの語源は諸説ありますが夏に
実がなるので「夏の実」“なつみ”と読んだが、それが訛って「な
すび」と呼ばれた説などがあります。又ナスは、インド原産で、
ナス科なす属の植物で、世界中で栽培をされておりクセのない
味わいと、なめらかな触感が特徴で、品種によってさまざまな
料理法があり、ジャンルを問わず使えるため、定番の野菜とし
て欠かせないものとなっていますが、栄養はあまりなく、ナス
の果実の93％は水分でできており低カロリーで、東洋医学で
は体温を下げる効果があるともされているそうです。又、ナス
とキュウリは、お盆の時期には、父母や先祖を供養し、亡き
人を偲ぶ行事のマスコットキャラクターとなります。いわゆる
「キュウリの馬」「ナスの牛」ですね。当たり前のように飾ってい
ますが、そもそも何のためにあるのでしょう？これはお盆の時
期、故人やご先祖の霊が家に戻ってくる際、行き来する乗り物
として作られたとされています。「キュウリの馬」は「ご先祖様が
早く現世へ帰って来ますように」という意味がこめられていて、
「ナスの牛」は「ご先祖様が牛に乗って景色を楽しみながら�ゆ
っくりとあの世に帰られますように」という意味がこめられてい
ます。本日はナスとキュウリについてお話をいたしましたが、人
間年齢を重ねると、趣味も変わってくるなぁと感じています。然
しながら、水をあげたり草を取ったりして育てた花が実になる
と、とてもうれしい感情になります。皆様も、もうやってらっし
ゃる方もおいでかと思いますが、ご自身の趣味の一つとして加
えてみたらいかがかと思います。
米山記念奨学生 �マドマン・ソピダ君
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１．例会変更のお知らせ
沼 津 西…6/23（木）は夜間例会に変更
　　　　　　6/30（木）は休会
２�．5/21・22（土・日）甲府地区大会　⇒20名＋マドマ
ン・ソピダ君　出席　お疲れ様でした
３．6/5（日）「千本をよくする会」千本公園清掃奉仕
４．6月よりクールビズ実施

6月合計　40,000円
細澤君…誕生日のお祝いありがとうございました。
實石君…先日の地区大会ご苦労さまでした。参加ありが
とうございました。
太田君…妻の誕生日祝いありがとうございます。妻は必
ずしも誕生日を喜んでいません。むしろ恐れています。
大友君…地区大会出席ありがとうございました。
積君…①結婚記念日のお祝いありがとうございました。
②皆様にお世話になり、甲府の地区大会に無事行ってこ
れました。
山口君…5月21日に島田市内に2つ目の霊園がオープン
しました。

副会長　　清　　マキ

　2年ぶりにリアル開催された地区大会。21（土）の参加
は会長・幹事と積ＰＧご夫妻の4名で、他の会員16名は
22日（日）9：40にバスで沼津を出発。会場に人があふれ
る風景はコロナ禍以来久しぶりでした。記念講演は歴史
学者の丸島和洋様による「戦国のMover武田信玄」。信
玄の人物画像をいくつかスライドで見せながら、同じ絵が
全く異なる複数の地で発見されていることや、信玄の実
像・偶像をお話しいただき、大変興味深い内容でしたが、
講演はたったの30分でした。もっと聞きたかっただけで
なく、外部の講師にあのような大きな会で30分で話して
くださいというのはいかがなものかという疑問もありまし
た。ＲＣの奉仕デー活動紹介ＶＴＲや、他の講話が長
かったこともあり、最後のほうは休憩時間の途中から開
始するなど急ぎ足で、運営は本当に難しいと感じました。
当クラブからは米山奨学生のソピダさんも参加され、会
場内での募金活動やステージ報告の参列者としても元
気な姿を他のＲＣに見せてくれました。今回はコロナ禍
ゆえ懇親会はなく、お土産の地酒セットをいただき17時
には甲府を後にしました。皆さん大変お疲れさまでした。

幹　事　　大友　保志

　21日（土）15：00開会点鐘の後、Ｇ挨拶や来賓、役員
紹介に続きＲＩ理事の辰野克彦様の挨拶がありました。
その後、大会四委員会報告やグループ内クラブ活動報
告､ 地区10委員会報告などの報告、ＧＥ、ＧＮへの挨
拶と続きました。その後ＲＩ理事歓迎晩餐会、終了後
は實石会長のお部屋で今後の会員増強方法や候補者
情報交換などで盛り上がり、0：30を過ぎてしまいました。
翌22（日）10：20より地区指導者育成セミナー受講、講
師は東京飛火野ＲＣの水野功さんでした。講演の中で、
33年前の地区運営委員会が今後のＲ活動での問題とし
て、例会の在り方、例会開催時間、食事の再検討を挙
げていたそうです。「変化してはいけない」「変化してよい」
「変化しなければならない」この3つの言葉は非常に重要
なポイントだと思いました。また、役職単年度制による弊
害を防止するために年度末前に必ず引継を行い次年度
も継続していける体制を整備することと共に、会員増強
は複数年度による対応を行い候補者リストをクラブ内で
共有をすることなどが大切な事柄だと説明を受けました。
次年度は地区大会で勉強したことを活かしてまいります。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

　　　　�細澤君、實石君、峯村君、三好君、森藤君、
野口君、大石（昭）君、大村君、太田君、大友
君、向坂君、清君、積君、白壁君、渡邉（真）
君、渡邊（洋）君、山本君、吉野君、事務局鈴
木さん、マドマン・ソピダ君、積邦子様
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【議事】
１．6月例会プログラムの件　承認

6月3日 米山奨学生卓話「一年を振り返って」
� 米山奨学生　　マドマン・ソピダ君
Ｒ親睦活動月間担当例会

6月10日 創立70周年記念講演
「未来のロータリーを輝かせよう」
� 東京ＲＣ　　水野　正人様

6月17日 イニシエーションスピーチ
� 会　員　　大石　顕志君

6月24日 正副会長・幹事退任挨拶
� 實石会長、清副会長、大友幹事

２．6/10（金）例会30分延長の件
⇒点鐘12：30　卓話13：00〜14：00　承認
３�．6/10（金）例会 ジャケット・ネクタイ着用要否の件
⇒�山口：東京ＲＣも既にクールビズなのでそのままクー
ルビズで。承認
４．6月よりロータリーソング斉唱再開の件　承認
５�．次年度委員会編成・7〜9テーブル編成・次年度慶
事記念品の件 ⇒テーブル編成は例年通り委員会別。
慶事記念品は防災製品。承認
６�．事業費（印刷関係）・一般経費（例会食代）値上げの
件その他 ⇒例会食代値上げにともない、ビジターフィ
ー増額（2,750円→3,000円）。承認
７�．沼津ＲＣ社会奉仕委員会より「千本をよくする会」
へ助成金の件 ⇒1,000円×人数。承認
８�．寺田鼎君　退会記念品取扱いの件 ⇒記念品 5万
円を、寄付として米山奨学生の方面で使ってくださいと
のことで、マドマン・ソピダ君の食事代等に使います。

◆第12回定例理事会議事録
　2022.5.27（金）13：35〜
　出席者13名

理事会だより

ＲＩ第2620地区 2021-22年度　ＲＩ第2620地区 2021-22年度　地区大会地区大会
2022年5月21日（土）　於：甲府記念日ホテル　　
2022年5月22日（日）　於：ＹＣＣ県民文化ホール




