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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

   ソングリーダー 北島俊秀 君 

「静岡西ロータリー・クラブソング」 

 四つのテスト唱和        

   北島俊秀 君 

 

 本日のお客さま並びにビジター紹介 

   米山記念奨学生 

ヒュン・ソーバン様 

 

 

 

 

 会長挨拶  沼田時子 君 

2016～2017 年度  

静岡西ロータリー 

クラブの会長を仰 

せつかりました 

      沼田時子です。 

力量不足であり 

ますが、幹事の山崎さんと協力して一年間務めさ

せていただきますので宜しくお願い申し上げます。

今年度のＲＩ会長ジョンＦ．ジャーム氏のテーマは

「人類に奉仕するロータリー」です。善き活動をよ

り多く実現させるためにも、会員の増強は必要不

可欠ですが、現実の問題として何処のクラブも会

員数の減少によりロータリー活動に支障が出て

いるといった声が多く聞かれます。そこで、4 月に

行われた 2016 年規定審議会の決定を採用し、第

5 分区内でも今年度から例会数を減らすクラブが

出ています。先日行われた会員増強セミナーで

新入会員数より退会者の数が多い為減少してい

ると聞き、退会防止策の一つとして魅力ある例会

でロータリー活動を楽しんで頂きたいと思っており

ます。クラブ管理運営委員長の望月さんのお力で、

少ない予算の中でも興味深い卓話が沢山聞ける

と楽しみにしております。また、ガバナー補佐の

朝比奈さんからは会員増強委員長の斯波さんの

人選は素晴らしいとお褒めを頂戴しました。会長

が頼りない分各委員長の人選は素晴らしかった

と自負しておりますので皆様ご協力の程宜しくお

願いいたします。 

 

 金原康之前会長、 

川崎友和前幹事に 

記念品贈呈 

 

 金原康之前会長が 

   ベネファクター認証受賞 

 

 幹事報告  山崎雅光 君 

      新委員長挨拶 

（後段に記載） 

 

 

 委員会報告 渡辺憲治 君 

        袴田先生のご子息光治様 

      が静岡市静岡医師会の 

会長にご就任されました。 

おめでとうございます。 

 

返 礼  袴田文治 君 

 

 出席報告・スマイル  川崎友和 君 

会員 37 名中 出席 29 名 

先々週 6/15 出席計算会員 

数 35 名、出席会員 22 名 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1 名、改正出席率 

65.71% 
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袴田文治 君 

新年度会長、幹事および役員の方々ご苦労さま 

です。本年度もよろしくお願いします。 

金原康之 君 

   沼田会長、山崎幹事 いよいよ始まりましたネ。 

ロータリーの良いところは単年度で終わることで 

す。1 年思い切り好きな様に、思う様に暴れて下 

さい。 

山梨 透 君 

沼田・山崎年度に乾杯!! 

榊 一夫君、杉山 元君、鈴木礼子君、 

鈴木麻祐子君、北島俊秀君、内海克彦君、 

武藤宏之君、原 承範君、渡辺憲治君、 

岡村真央君、岸田裕之君、宮城島孝君、 

宮原伊之人君、水戸浩一君 

沼田会長、山崎幹事、さあ 1 年間頑張って行 

きましょう！1 年後会長が 3kg ぐらいダイエ 

ットできているのを期待していま～す。 

冨田英児 君、望月正弘 君、白鳥三和子君 

      沼田会長、山崎幹事 1 年間頑張って！ 

満井義政 君 

沼田会長、山崎幹事、1 年間お忙しいことで 

しょうが、ご指導のほどよろしくお願いします。 

今日は欠席で「会長挨拶」が聞けず残念です。 

川崎友和 君 

沼田会長、山崎幹事、1 年間頑張ってください。 

1 年 あっという間ですよ。 

沼田時子 君 

      頼りない会長ですが、1 年間よろしくお願い 

します。 

山崎雅光 君 

今日から 1 年間よろしくお願いします。 

佐藤嘉洋 君 

妻に誕生日のお花をありがとう。沼田年度の 

前途洋々を祝して。 

海老原正之 君 

本日気づきました。まだ確認はとれていません

が、妻へのお花ありがとうございました。 

但し、妻が正しく理解しているかは不明です。 

白鳥勝平 君、野木秀明君 

育成会にスマイル 

 

 委員会報告 

会場監督  鈴木麻祐子 君 

例会に参加すると楽しいと思ってもらえる 

和やかな会を運営して行きます。 

 

会員増強委員会  斯波幹和 君 

会員数純増 2 名(内 1 名女性）を目標とします。 

また啓蒙活動を兼ねて会員１人が１人を推薦して 

いただく取り組みをしていきます。例会の開催数 

も見直す検討をします。 

クラブ広報委員会  野木秀明 君 

今年度は会報を確実にアップすること、マイロー

タリー登録の 100%化に努めます。加えて RC の

公共イメージの向上を考えていきます。 

クラブ管理運営委員会  望月正弘 君 

充実した冷夏の開催に向け、アンケートを交えな 

がら、皆さんの知りたいことを卓話に取り上げて 

いきます。 

R 財団・米山委員会  渡辺憲治 君 

財団セミナーや 100 周年記念事業に協力 

ください。 

青少年育成委員会  大橋章男 君 

西 RC 特有の取り組み、サイエンスを通じ青少年 

の未来に夢を。楽しく学び、感動と思い出を。 

研修リーダー  鈴木礼子 君 

今年度はロータリーの友を配布するときに、内容 

のご案内をして参ります。 

会計（副会長）冨田英児 君 

今年度の財団寄付は１人 

年間３万円に決定。なお、 

厳しい財政状況を鑑み、 

会計について検討委員会 

で議論していきます。 

 

 閉会の点鐘  沼田時子 君 

   会長として１点お願いします。例会の開催数の 

見直し、ならびに会費の値上げは検討にとどめ、 

私の在職中は導入実施しない方針といたします。 

皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

 


