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会長挨拶     ● 会長 土屋 昌之 ● 

 本日は佐野和義ガバナー補佐の期首訪問です。後程ク

ラブ協議会にて、総評と卓話を頂きますのでよろしくお

願いいたします。 

 実は私が名古会長の幹事を務めさせていただいた

2016-17年度のガバナー補佐が、現ガバナー補佐事務局

長の前島様で、その時のガバナー補佐事務局長が現佐野

ガバナー補佐でした。これで2回目のご指導をいただ

く立場になりまして、勝手ながら何かのご縁を感じてお

ります。 

 

 当時どのような活動を行っていたか思い出したくなり

色々な資料を見返してみました。見返して感じたのは、

当時の前島ガバナー補佐、名古会長の強い思いでした。 

 前島ガバナー補佐におかれましては、当時はまだ静岡

第3分区でしたが、アスルクラロ沼津様のご協力を得

て、日本と台湾の子供達をサッカーで結んだ国際奉仕事

業での、活動的な姿を思い出しました。又、地域の活性

化を目的に誕生した「富士宮高校会議所」への支援等目

的を明確にもった奉仕活動が印象的でした。 

 

 名古会長におかれましては、新企画として、ゆっくり

走ろう会、読書発表会、入会3年未満の会員対象研修

の卓話入門会、納涼例会の狩野川桟敷での花火見物等、

名古会長が思いをもって会長を務められたことが思い出

されました。ゆっくり走ろう会の後、みんなでドリンク

を廻し飲みしてインフルエンザになったことが、今では

良い思い出です。 

 

 又、当時と今年の地区協議会の資料を見比べて見まし

た。以前になく今年度お話に上がって印象的な考えが、

多様性、公平さ、インクルージョンとハラスメント等で

した。それから、RLIの活用による人材の育成、IT活

用の促進目標も変化を感じました。 

 今後重んじていく考えや目標なのかと実感しました。 

ちなみにRI人頭分担金は、当時1人56＄、今年度は

71＄になっております。 

 以前の資料等を見返すと、色々な気付きやヒントを感

じます。 

 当クラブのホームページでは、過去14年分の週報を

見ることができますので、たまには見て色々気付きを得

ていただければと思います。 
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第1426回 第32巻 2 号 2022年7月14日 

 例会プログラム 

■  クラブ協議会①  ■ 

佐野和義ガバナー補佐期首訪問 

7月のプログラム 

1427回 12:30 

7月21日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館  

淺原 諒蔵ガバナー公式訪問  

1428回 18:30 

7月28日(木) 

ラパンアジル（ｺｺﾁﾎﾃﾙ 2F） 

前年度会長･幹事慰労会 移動･夜間 

 8月のプログラム 

1429回 12:30 

8月04日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ① 

会員増強維持委員会 理事会③ 

8月11日(木) 祝日休会 

1430回 12:30 

8月18日(木) 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 クラブ協議会② 

前年度事業・決算報告 

1431回 18:30 

8月25日(木) 

三島ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 納涼例会  

クラブ管理運営委員会 移動・夜間 

 

   

 

   例 会 場 〒410-0046 沼津市米山町3-37 

      アクアガーデン迎賓館沼津 

      TEL 055-920-5200 

    事 務 局   久松会計事務所内 

           TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

       E-mail : numawestrc@gmail.com  

例会日   毎週木曜日12：30点鐘 

公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長 久松  但 / 編集者 宮島 賢次 
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◎ ゲスト 

1.佐野和義静岡第2グループガバナー補佐 

2.渡辺一敏静岡第2グループガバナー補佐事務局 

 

◎ 欠席者 ( 3名) 

 井上武雄、本村文一、山本哲之 

 

◎ 他クラブへの出席者 

成田みちよ(7/3学友会総会、7/8沼津RC) 

 

◎ スマイル報告 

1.宮口雅仁：入会記念日のお祝いありがとうございます 

2.芹澤和子：家族の誕生日のお祝いありがとうございま  

      す 

3.土屋昌之、4.渡邉勝也：佐野ガバナー補佐、渡辺事務 

局、本日はよろしくお願いいたします。 

5.名古良輔：佐野ガバナー補佐、渡辺事務局、御指導お 

願いいたします。 

6.鈴木良則、7.宮島賢次、8.植松 正、9.杉山真一、 

10.重光 純、11.成田みちよ、12.頴川ゆう子、 

13.山本宜司：佐野ガバナー補佐、渡辺事務局、本日は 

よろしくお願いいたします。 

14.下田朗弘：本日所用により早退します。 

15.小野洋子：バッジを忘れました。 

 

 

 

 

1、 他クラブの例会変更等 

① 富士宮RC：7月21日(木)休会 MU:11:30-12:30 

フォレストヒルズ 

② 沼津RC：7月22日(金)祝日週休会 MU無し 

                        

2、報告・連絡事項 

① 8/18の前年度事業・決算報告書の原稿を、7/28まで

に事務局に提出してください。 

② 次週はガバナー公式訪問です。 

③ 8/25(木)18:30～ 三島プラザホテルでの納涼例会の

出欠席をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI第2620地区 静岡第2グループ 

ガバナー補佐 佐野和義様 

 

  

 2022～23年度ジェニファー・ジョーンズRI会長のテ

ーマは、IMAGINE ROTARYです。 

 世界にもたらされる変化を想像して大きな夢を想像し

て大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力と

繋がりを活かすことです。世界にもたらす変化とは、7つ

の重点分野①平和の推進②疾病との闘い③水と衛生④母

子の教育⑤教育の充実⑥地域経済の発展⑦環境の保護で

す。 

 ロータリーの力とは、ロータリアンが一人ひとり持っ

ている物・熱意、情熱、経験、ノウハウ、技術相手を思

う心、資金・ロータリアン同士のネットワ―ク、繋がり

です。RI会長よりの課題は①ロータリーにおける女性会

員の割合を3割②適応と改革③変化を受け入れる（新ク

ラブモデルの受け入れ）イマジン・ロータリーが意味す

るものとは 

・大切なのは、会員にとっての心地よさと配慮であって 

これが会員の積極的な参加を促す。 

・積極的な参加こそが、会員の維持にとつて重要 

・会員は何をロータリーに期待しているのかを訪ねた上 

である責任を会員に与えることが必要。 

・変化を受け入れることは、新しいモデルを受け入れる 

こと 

・革新的なクラブ、または活動分野に基づくクラブを2 

つ設立 

・ローターアクター1 名を公共イメージコーデイネータ

ーに任命 複数の委員会委員と会長代理起用・2023年

までに女性会員を30％以上・繋がりを活かして協力関

係を深め、新たなパ－トナーシップを構築していく必

要があるRIの主要優先事項DEIの理解と取り組み 

 

出席報告 会員数24名 

例 会 会員数 出席数 出席率 

1426回 23名 20名 86.96 % 

幹 事 報 告 

ガバナー補佐期首訪問 



 3 

 

・Diversity（多様性）：ロータリーは、あらゆる背景をも

つ人や幅広い文化、経験、アイデンティティの人を歓

迎する 

・Equity：(公平さ)：ロータリーは、クラブ会員の公平な

扱いと機会の均等を保つよう努めています。 

・Inclusion(インクルージョン)：ロータリーは、あらゆ

る人が歓迎されていると感じ、尊重され、会員として

大切にされるクラブの環境づくりに力を注いでいます。 

 

 このような事を踏まえて地区目標①会員維持・増強②

ロータリーブランドの強化③地域に根ざしたクラブ独自

の奉仕活動は、会員増強の根源④RLIの活用による人材

の育成、次期リーダーの育成⑤米山記念奨学事業への参

加支援を通じてクラブの活性化を図る⑥ロータリー財団

への寄付と補助金の積極的な活用⑦マイロータリ 100％

⑧米山梅吉記念館支援⑨ポリオ撲滅の歴史の1ページに

⑩ＩＴ活用の促進⑪地区委員会、委員の積極的活用⑫地

区事務所の機能充実などです。 

 

 また地区運営方針「絆を深めて、ロータリー活動を再

開しよう」 

1．アフターコロナが確実視される2022～23年度は、ク

ラブは独自の活動を復活させ、奉仕活動に注力しよう。

懇親会などの親睦活動を通じて絆を深め、ロータリー

活動を再開する。 

2．奉仕活動こそ会員増強の根源 

3.公共イメージ向上は、地域に根ざしたクラブ独自の活

動によってもたらされ、ロータリーブランドの強化へ

と繋がる。 

4．活動を復活させたクラブ支援 

 

 

 

 

『今年度事業計画』幹事 渡邉勝也君 

 

 本日は、国際ロータリー第 2620 地区静岡第 2 グルー

プ佐野和義ガバナー補佐の機首訪問に際し、土屋会長の 

 

 

本年度クラブ方針並びに各委員会の事業計画について説

明をおこないました。 

 

 はじめに土屋会長よりクラブの今年度の方針とともに、

クラブ活動の重点目標を説明しました。 

次に各委員長から、本年度の事業内容を発表していただ

きました。 

 最後に佐野和義ガバナー補佐より講評をいただくとと

もに、地区目標、地区組織の変更点などのご説明、そし

て9月11日(日)に行われる「合同奉仕活動」海岸清掃に

ついてのご説明をしていただきました。 

今後、新型コロナウィルスの蔓延状況にもよりますが、

この一年間本日説明しました事業計画に基づいた活動を

していきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしく

御願いいたします。 

 

 
 

      クラブ協議会の様子 

 

 

 
 

 閉会後、佐野和義ガバナー補佐、渡辺一敏事務局、 

土屋会長、渡邉幹事の4名で記念撮影 

 

 佐野和義ガバナー補佐1年間ご指導ご支援を賜ります

ようお願いいたします。 

 

 

ク ラ ブ 協 議 会 


