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 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.43

　みなさんこんにちは。私の年度もあと3回の例会となり
ました。今週の土曜日には、新旧会長幹事会に参加して
まいります。昨年は、不安と意欲が混じりあった中での
新旧会長幹事会への参加だったことを思い出します。ク
ラブの皆様のご協力のお蔭で、無事最終報告ができるこ
とを心より感謝申し上げます。ありがとうございました。ま
た、石川年度では直前会長として協力してまいりたいと
思います。皆様にも引き続きご協力をお願いいたします。
　先週は親睦月間として、細澤親睦委員長に親睦と奉仕
をテーマに卓話をしていただきました。私も本年度は「楽
しんで積極的に参加できる例会運営」を第一に考え出席
率の向上をテーマとしてスタートさせていただきました。
親睦を第一としてスタートさせていただいたと言っても過
言ではありません。自分自身も細澤委員長が卓話された
内容等をもっと早くから勉強すべきだったと反省し、遅く
はなりましたが、今一度、細澤委員長から資料を頂戴い
たしまして勉強させていただきました。
　1907年から1913年にわたって続けられた、親睦か
奉仕かをめぐる激しい論争の中で残された言葉「ロータ
リーの精神は親睦と奉仕の調和の中に宿る」とは、奉仕
の心を育む原動力として、会員相互の親睦は決して欠か
すことのできない大きな要素であること。親睦と奉仕は相
反関係にあるのではなく、相互に支えあいながら回転す
る2枚の歯車であること。これらについては特に考えさせ
られました。
　まだまだ、ロータリアンとしても勉強不足であることも
痛感いたしました。今後も例会を通してロータリーにつ
いて勉強してまいりたいと思います。

ビジター  植松　　茂君（山静学友会）
 山本　倫弘君（沼津北）

他ＲＣ出席  楠木君（6.4 2016-17年度広報・ＩＴ推
進セミナー）、峯尾君（6.5 ＩＡＣ小委員会）

欠席者（9名）
東君、長橋君、能見君、積君、
鈴木君、内田君、内山君、山口君、
吉野君
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6月17日（金）
　高齢者の事故とその実態
 東部自動車学校　副管理者　　鈴木　誠之様

会員誕生日　森藤　恵二君、清　　マキ君
配偶者誕生日　楠木　温子様（公一君）
　　　　　　村上ひろこ様（綾一君）

6月24日（金）
　正副会長・幹事退任挨拶

学友会　植松　茂君…先日の韓国ツアー同行させてい
ただきありがとうございました。また機会をみつけ同行
させてください。
石川（三）君…先週の被選理事会、役員会の出席あり
がとうございました。次年度に向けて準備ができました。
今後もよろしくお願いします。
峯尾君…7月末開催のインターアクト年次大会に、桐陽
高校から先生1名、生徒4名の参加が決まりました。
村上君…誕生日の品をいただき、ありがとうございます。
奥村君…①（千本をよくする会）それにしてもよく中止に
なります。次、また雨なら責任とって会長やめます。②よ
うやく、バレー通の新会員 渡邉秀一君が入会され、
大歓迎です。二人で日本男子バレーの監督・コーチに
なりましょう。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　　　士…6/22（水）は夜間例会
　富士山吉原…6/30（木）は夜間例会 会長幹事慰労会
　富 士 宮 西…6/24（金）は例会場変更 夜間例会
 ＠富士見荘
　　　　　　　7/22（金）は特別休会
　　　　　　　7/29（金）は夜間例会　納涼例会
 ＠志ほ川バイパス店
　新　富　士…6/28（火）は6/25（土）
 期末例会・親睦会（夜間）
　沼津柿田川…6/27（月）は例会変更
　富　士　宮…6/27（月）は例会場変更
 会長幹事慰労会＠さくや18:30
２ ．6/5（日）千本清掃及び駅前花壇清掃は雨天のた
め中止でした
３ ．6/11（土）静岡第3分区 新旧合同会長幹事会
　⇒ 森藤会長・石川（三）次期会長・清幹事・山本次

期幹事　4名出席予定
４ ．会員候補者のご通知と入会諾否のお伺い（3名）ポ
ストイン

 会　長　　森藤　恵二
　5月28日から30日にクラブメンバー12名と積パスト
ガバナー、渡辺芳彦さんの奥様、学友の植松さんの計
15名にて国際大会に参加してまいりました。28日の16
時に大会会場に到着し大会登録を行いました。日本人
専用の受付ブースが設置されており、思った以上にス
ムーズに登録を済ませることができました。29日は10時
15分からの開会式にみなさんと参加いたしました。まず、
会場の大きさと参加者の多さには驚かされました。各国
から多くのロータリアンが参加されておりましたが、韓
国での開催ということもあり、特にアジアの国々のロー
タリアンの方々が多く参加され、次にアメリカのロータ
リアンの方々がたくさん参加されていた印象が残ってお

会　長　　森藤　恵二

ります。参加者の中には、民族衣装で参加された方も
おりましたし、クラブで同じスーツを着て参加された方
も数多く拝見いたしました。台湾のクラブは女性クラブ
の参加も多く、国旗を持参しての参加でした。また、ご
家族と一緒に参加されている方も多く見受けられました。
私も次に参加する機会がございましたら、ぜひ家族と一
緒に参加したいと思います。開会式はビル・ゲイツをは
じめ、ポリオ撲滅活動に携わる世界的な有名人とロー
タリアンが映し出されスタートし、ラビンドランＲＩ会
長の開会宣言後に参加国の国旗入場と続きました。国
旗入場は積パストガバナーの奥様から「すごく感動する
よ」とお聞きしており、大変楽しみにしておりました。オリ
ンピックを彷彿させる素晴らしい国旗入場に大変感動
いたしました。
　国際大会に参加し貴重な体験ができ、本当に参加し
て良かったと思います。今後のロータリー活動の励み
になることと思います。

国際大会に参加して

　6/12（日）、小田急西富士倶楽部にて親睦ゴルフコ
ンペが開催されました。梅雨時ということもあり天候が
心配されましたが、無事に開催することができました。
　結果は、優勝：望月君、2位：森藤君、3位：實石君。
ベスグロは三好さん（86）でした。参加者の皆様、お疲
れさまでした。
参加者　杉山（哲）君、望月君、大村君、石川（秀）君、
吉野君、藤田君、實石君、大友君、森藤君、塚本君、
髙地君、三好君、森藤真以様、山田将之様

沼津ＲＣ
親睦ゴルフコンペ開催
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（山口君・峯尾君紹介）

新会員紹介
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