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第3150回例会 2016.6.24

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.45

　みなさんこんにちは。本日が今年度最終例会となりま
した。一年間私の会長挨拶にお付き合いいただき、あり
がとうございました。毎週の会長挨拶の原稿作成も終わ
りました。やり遂げたという気持ち以上に、ホッとした気
持ちでいっぱいです。会長就任前に勝呂パスト会長より、
会長挨拶の原稿をいただきました。原稿作成の参考にさ
せていただくつもりでしたが、内容が素晴らしく、私のよ
うな者が皆様に挨拶として披露できるものではありません
でしたが、事業等の時期を考えたタイミングの良い挨拶
方法は大変に参考となりました。勝呂パスト会長の挨拶
文は私の宝です。今後も大切にしていきたいと思います。
勝呂パスト会長ありがとうございました。また、山口前会
長には、例会運営等で相談に乗っていただきました。山
口前会長とは長いお付き合いなので、率直なご意見を聞
かせていただき大変参考となりました。山口前会長あり
がとうございました。お二人以外の皆様にも大変お世話
になり、心より感謝申し上げます。後程、退任挨拶で一
年間の活動内容等を含めお話しさせていただきます。
　本日は3名のオリエンテーションを実施させていただ
きました。最終例会日に3名ものメンバーのオリエンテ
ーションが実施できたことを大変嬉しく思います。増員に
ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。ま
た、道前委員長には解りやすく丁寧にロータリー活動内
容等をご説明いただきました。入会されたメンバーの皆
様もよくご理解していただけたことと思いますし、私自身
も改めて勉強させていただきました。
　無事に会長の職務を全うすることができたのも、メン
バーの皆様のご協力のたまものと、心より感謝申し上げ
ます。一年間本当にありがとうございました。

ゲスト  大熊　宏幸様、北澤　誠司様、
 上田　貴彦様

他ＲＣ出席  野際君（6.21沼津北）

欠席者（9名）
石川（秀）君、金子君、髙地君、
長橋君、能見君、鈴木君、塚本君、
内田君、渡邊（洋）君
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7月1日（金）
　正副会長・幹事就任挨拶

7月8日（金）
　千本をよくする会について
 会　員　　積　　惟貞君

6月合計　32,000円
森藤君…一年間ありがとうございました。
清君…一年間ありがとうございました。良い経験を
させていただきました。
石川（三）君…皆様のご支援により、副会長を無事務
めることができそうです。7月からよろしくお願いします。
細澤君…森藤会長・清幹事、一年間ご苦労様でし
た。また、一年間スマイルボックスにご協力いただ
きまして、誠にありがとうございました。
實石君…会長・幹事、ご苦労様でした。来月から
ゆっくりしてください。
積君…大熊さんをはじめ、入会をなさる皆様を歓迎
いたします。これから楽しくやりましょう。
内山君…この度、退会させていただきます。短い期
間でしたが、お世話になりました。
山口君…①森藤会長・清幹事、一年間ご苦労様で
した。②年金受給者になりました。先週初めて振り
込みがありました。これからは、無駄使いはしません。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…7/18（月）は祝日休会
　富 士 宮 西…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

　沼　津　西…＊ 毎月第3木曜日夜間例会が昼間
例会に変更になります

 （2016.7.1～）
　　　　　　　7/14（木）は7/16（土）慰労会
　　　　　　　7/28（木）は7/30（土）納涼例会
３ ．6/26（日）2016-17年度会員増強セミナー
　⇒ 石川（三）次期会長、峯村次期会員増強委員長
2名出席予定

４ ．2015-16年度年次報告書用原稿作成のお願
い＊該当者にポストイン

◆第13回定例理事会
　2016.6.24（金）13:40～　出席者13名
【報告事項】
　 桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式（2/14（日）実施）収支
報告…収支報告書のとおり

【議事】
１ ．インターアクト年次大会（7/30（土）～31（日）実施）の
件　承認

　⇒ 峯尾君、桐陽高校ＩＡＣが参加（沼津商ＩＡＣは登録
のみ）

　⇒参加費用は交通費も含め当クラブが負担する
２ ．前会長幹事慰労会並びに会長幹事激励会（8/5（金・
夜間））の件 ⇒事業計画書のとおりで承認

３ ．沼津駅前花壇整備（6/25（土）実施）の件　承認
４ ．内山義郎君退会の件　承認
５ ．鈴木啓司君退会・退会記念品の件　承認
　⇒記念品は金50,000円
６ ．長橋秀行君出席免除の件　承認
　⇒6月から当面の間出席免除とする
７ ．新入会員3名の扱いの件　承認
　⇒入会日・入会式はいずれも7/1（金）とする
　⇒ 北澤誠司君（スルガ銀行）　委員会：出席
　　緊急連絡：B-1　会員増強：1組
　⇒ 大熊宏幸君（稲葉商店）　　委員会：出席
　　緊急連絡：Ｄ-2　会員増強：1組
　⇒ 上田貴彦君（ウエダ歯科）　　委員会：親睦
　　緊急連絡：C-1　会員増強：3組

◇

◆第1回定例理事会
　2016.6.24（金）14:00～　出席者13名
【報告事項】
１．分区会費30,000円納入の件
２．2016～17年度上期会費納入の件
　⇒7/1ポストイン予定
３．2016～17年度ソングリーダーの件
４．例会食の件
　⇒毎月第1例会は100万ドルの食事、偶数月は最終例会も
５．夏祭りクリーン作戦（7/31AM4:45～）の件
　⇒7/1ポストイン予定
６．7-9月テーブル編成（新会員追加）の件
７．沼津4ＲＣ合同夜間例会（当クラブ担当）
　⇒10/28（金）18:00点鐘
【議事】
１ ．7月例会プログラムの件　承認

7月8日 千本をよくする会について
 会　員　　積　　惟貞君

7月15日 出席表彰
7月22日 第1回クラブ協議会（30分延長）

ガバナー補佐クラブ期首訪問
7月29日 裁量休会
8月5日 前会長・幹事慰労会並びに

会長・幹事激励会（夜間例会）

２ ．2016～17年度予算の件 ⇒資料のとおり承認
３ ．前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会の件
　⇒ 資料の通り。8/5（金）18:00～　承認
４ ．会員慶事記念品（会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記
念日）の件　⇒資料のとおり承認

５ ．出席表彰記念品（HC100%・MU100%・在籍年数）の
件 ⇒資料のとおり承認

６ ．会長代行順序の件　承認
　⇒ 会長→副会長→奉仕プロジェクトリーダー→財団プロ
ジェクトリーダー→会員維持増強リーダー

７ ．入会金の名称変更の件　⇒継続して検討する
８ ．新会員の入会式及び入会日の扱いの件 ⇒7/1　承認
９ ．新会員の所属委員会・緊急連絡Ｇ・会員増強Ｇの件
 　承認
　⇒ 大熊宏幸君（稲葉商店）　　委員会：出席
　　緊急連絡：Ｄ-2　会員増強：1組
　⇒ 北澤誠司君（スルガ銀行）　委員会：出席
　　緊急連絡：B-1　会員増強：1組
　⇒ 上田貴彦君（ウエダ歯科）　　委員会：親睦
　　緊急連絡：C-1　会員増強：3組

理事会だより

●駅前花壇清掃実施　2016.6.25（土）
　本年度の駅前花壇清掃は、度重なる悪天候に泣
かされ思うように作業できませんでしたが、今回は
「多少の雨には負けません！」という熱い志のもと、
参加有志による雑草駆除大作戦の甲斐あって無事、
有終の美を飾ることができました。

▲ 頑強な雑草の根に苦戦しながら
も、協力して清掃を完了しました。

参加者　細澤君・
石渡君・實石君・
村上君・奥村君・
大村君・向坂君・
渡邉（雅）君・渡邊
（洋）君・吉野君・
事務局鈴木さん
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会長退任挨拶

会　長　　森藤　恵二

副会長退任挨拶

副会長　　石川　三義

幹事退任挨拶

幹　事　　清　　マキ

正副会長・幹事　退任挨拶

　退任の挨拶をさせていただきます。まず1年間に
わたり私と一緒にクラブ運営をしていただいた理
事・役員・各委員長・鈴木事務局員そして会員の
皆様に厚く御礼申し上げます。お陰さまで無事1年
間職務を全うすることができました。思い出しますと
入会当時は会員数70余名で、会長未経験者が沢
山いらっしゃいました。入会を勧めていただいた渡
邉雅昭さんからも、死ぬまで会長は回ってこないか
ら安心していいよと言われたものでした。それから
14年で会長を務めさせていただくこととなりました。
ロータリアンとしても、まだまだ半人前の私が会長
を務めることができたのも、多くのロータリーの仲
間の協力のたまものと心より感謝申し上げます。
　本年度のラビンドランＲＩ会長のテーマは「Be a 
gift to the world（世界へのプレゼントになろう）」
でした。この言葉は今後の私のロータリー活動に
大きく影響することとなると思います。また、本年度
も多くの皆様から多額のご寄附のご協力をいただき
ました。ありがとうございました。
　沼津ロータリークラブも「楽しんで積極的に参加
できる例会運営」をテーマとしスタートさせていただ
きました。例会に重きを置き、多くのメンバーの皆
様に卓話をしていただきました。委員長様には各委
員会セミナー内容の報告もしていただきました。地
区大会・ＩＭ・ＰＥＴＳ・地区研修協議会・国際
大会等の報告は、参加できなかったメンバーの皆
様にも理解いただければと、企画させていただきま
した。担当された委員長の皆様にはご負担をおか
けいたしましたが、大変詳しくご報告いただき、多く
のメンバーの参考になったことと思います。本当に
ご苦労さまでした。
　本年度は、沼津柿田川ＲＣ35周年からスタート
し、沼津北ＲＣ55周年・伊東ＲＣ60周年・下田Ｒ
Ｃ55周年・沼津西ＲＣ25周年と多くの周年事業も
ありました。沼津西ＲＣ25周年は国際大会へ参加
いたしましたので、石川副会長に出席していただき
ました。スポンサークラブとのことでご挨拶をさせ
ていただきましたが、スポンサークラブとして恥ず
かしくないよう挨拶することは緊張し、大変だったこ
とを思い出します。また、伊東ＲＣの周年事業では、
黄其光ＲＩ前会長と同じテーブルで美味しい食事を
いただけたことも記念となりました。
　忘年家族会では、多くの皆様より景品のご協力も
いただき、楽しく過ごすことができました。
　沼津クラブとしては、沼津商業高等学校に次ぐ2
クラブ目の桐陽高等学校インターアクトクラブの提
唱ロータリークラブとなりました。峯尾委員長には
結成に至るまで大変ご尽力をいただきました。認証
状伝達式までの準備については、細澤君に大変ご
苦労をおかけいたしました。本当にありがとうござ

いました。今年度も研修旅行を実施することができ
ました。峯村職業奉仕委員長と細澤親睦委員長の
企画により、多くのメンバーと楽しい時間を過ごすこ
とができました。国際大会には15名の皆様に参加
していただきました。ロータリーの偉大さと魅力を
再認識できた貴重な体験をさせていただきました。
事務局の鈴木さんにはＲＣ周年事業での参考資料、
過去の資料の提供等大変お世話になりました。本
来であれば、皆様1人1人のお名前をあげてお礼を
申し上げなければいけないと思う次第です。皆様の
ご協力、ご支援があり1年間乗り越えることができま
した。本当に感謝いたします。今後のロータリー活
動で恩返しできるよう努力してまいります。
　最後になりましたが清幹事に御礼申し上げます。
清幹事におかれましては非常にきめ細やかに会の
運営をしていただきました。私が気がつかないこと
をいち早く指摘していただきフォローしてくださいま
した。沼津ロータリークラブの私の年度が1年間無
事に過ごすことができたのも清幹事があってのことと
心より感謝申し上げます。
　あらためて、沼津クラブには本当に素晴らしい仲
間が多くおられることを実感した1年でした。皆様
に心より感謝申し上げまして私の退任の挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。

　無事に森藤年度の終わりの日を迎えることができ
ホッとしております。ねじの外れた私が何とか務め
終えることができたのもメンバーの皆様のご協力の
おかげです。
　特に森藤会長と事務局の鈴木さんには大変お世
話になりました。森藤会長は大きな図体と反比例し
て大変細やかに気遣いをなさる方で、ご自身の幹
事経験から「これはいいよ」「あれはこうだ」と導いて
くださいました。どこへ行くにも下戸の会長が運転
手であり助手席で大きな態度をしていた不出来な幹
事でした。また事務局の鈴木さんは大変優秀な方

で、まだ3年ほどだというのにロータリーの中身を
熟知され、これについては過去はこうだったから今
回はこれでどうでしょうか？と私が困らないように先
にまわって資料を用意してくれていました。彼女が
いなかったら気がつかない事案がたくさんあり運営
にも支障が出てしまったと思います。また前幹事の
内田さんもびしっと辛口意見を言い、陰ながら私を
指導してくださいました。
　7つもの他クラブ周年事業、桐陽高校インターア
クト設立、ソウル国際大会等、行事の多い年度で
したが、伊東の周年式典で元ＲＩ会長と名刺交換
をさせていただいたことをはじめ、幹事という立場
でこそお知り合いになれた方も多く、実り多く楽し
い1年間でした。来週からメインテーブルを離れる
こともそうですが、次年度幹事の山本さんに無事に
バトンを渡せたことを何より嬉しく思っております。
　本当に1年間ありがとうございました。

　一年間、微力ながら森藤会長の下副会長の職を
務めさせていただきました。副会長退任の挨拶とい
うよりも、会長職が1週間後から始まるという緊張感
のほうが強いのが正直のところです。副会長は、会
長を補佐しながら会長の仕事を勉強させていただく
ものですが、一年間森藤会長の仕事振りを見させ
ていただき、大した勉強もしないで、あっという間
に今日の日が来た感じがしております。
　森藤会長、清幹事、山口直前会長をはじめ、多
くの会員の皆様に、被選理事会の運営や次期の各
委員長さんの選任において様々な助言、アドバイス
をいただきました。7月から新しい年度が開始でき
るのも、先輩のご指導のおかげであると改めて感謝
申し上げます。
　ロータリーも時代と共に変わらなければなりませ
ん。生き残るためには、内向きの志向ではなく、社
会に常に情報発信していき、地域に貢献できる活動
を積極的に勧めていくことであり、そうすることによ
り地域社会の優秀な人材がクラブに集まってくるも
のと考えています。
　何はともあれ、一年間副会長の職を大過なく無
事に務めることができました。来週から会長としての
年度が始まります。一年間よろしくご支援とご協力を
お願いいたします。

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭

　奉仕プロジェクトは、クラブが推進する奉仕活動
を実施するための委員会である。会員各位の理解
と協力を得ながら各委員会と連携を密にし、効果的
な成果を上げることができた。特筆すべきことは、
クラブをあげての桐陽高校ＩＡＣ設立事業であった。

青少年　昨年度から計画していました桐陽高校ＩＡ
Ｃを立ち上げ、2/14に沼津キャッスルで認証式を
開催することができました。関係していただいた方々
にお礼を申し上げます。今後、沼津ＲＣと連携した
活動も提案していきたいと考えています。

職業奉仕　本年度「世界へのプレゼントになろう」は
大きなテーマですので、人のために何ができるかと
いうことで理解しました。4/6に親睦委員会と合同
で日帰り研修旅行を実施し、川越を散策しました。
参加人数が17名で少々少なめでしたので、次回は
大勢の皆様に参加していただきたいと思います。旅
行の収支報告書を5/27理事会に提出します。
社会奉仕　千本をよくする会の清掃参加、駅前花
壇の清掃を計画しましたが、雨天のため2回続けて
中止となっています。中止にはなりましたが、4/3の
清掃には桐陽高校ＩＡＣから参加表明がありました。
引き続き参加をお願いするつもりです。【年後半の
行事】12/13千本をよくする会、駅前花壇清掃（雨
天中止）、4/3千本をよくする会（雨天中止）、千本
をよくする会総会開催、6/5千本をよくする会、駅前
花壇清掃予定。

国際奉仕　本年度は、当クラブ及び第3分区とも青
少年交換並びに友情交換事業の予定はございませ
んが、新たに設立されました桐陽高校ＩＡＣや、沼
商ＩＡＣへの青少年交換プログラムの紹介等を青
少年小委員会各位のご協力を得て今後も進めてま
いりたいと思います。峯尾青少年委員長には、桐
陽高校ＩＡＣへ、夏休みを利用した「短期交換プロ
グラム」のご紹介をいただきました。

渡邉　雅昭奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭

財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛

Ｒ財団　地区補助金を申請し2015年10月にミニ
エンドレスシーラーを市内の社会福祉法人共生会
へ寄付いたしました。また、年初2名だったＲカー
ド保持者は5名に増えました。今年度のＲ財団寄付
については、上期￥344,320、下期￥432,000です。
年度末までご協力をお願いするとともに、今後も寄
付金の行き先をしっかり見守っていきたいと存じます。

米山　現在まで普通寄付83,000円、特別寄付個
人590,000円、クラブ236,000円集まり、それぞ
れ寄付しております。米山梅吉記念館へ賛助会費と
して120,000円払っております。これらは奨学生、
記念館の維持のために役立ったと思っております。

クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

　今年度は、会員満足度アンケート調査を実施、
その結果を正副会長・幹事および会長予定者5名
の方々の出席を得て「クラブリーダー会議」を開催、
活発な意見交換を行った。【今年度事業計画につ
いての分析】①クラブ目標の分析、評価…管理運
営：伝統に基づき的確に実施、会員増強：純増3名。
②新会員研修の実施…地区開催：参加者が少なく
今後の課題。クラブで：事業はなし、例会・テー
ブル会等での声かけを依頼。③Ｒ情報の提供…会
長挨拶の中で適宜提供された。【今後の課題】①会
員増強について…沼津ＲＣ存続のためにも会員増
強は必須。50名目標達成のためにも全会員が意識
を持って取り組んでいくこと。②管理運営について
…規定審議会での決議事項によりＲＣも大きく変わ
ろうとしており、沼津ＲＣとしての将来像について議
論する必要がある。

ＳＡＡ 實石　　学

　ＳＡＡの活動を振り返りますと、スムーズな例会
進行ができたと思います。定款や細則にあります例
会時間の6割出席について今後どう対応していくか、
どうしていくべきかの検討が必要ではないかと思わ
れますので、この件について次期ＳＡＡへ申し送り
をしたいと思っています。

勝呂　　衛財団プロジェクト リーダー　勝呂　　衛

渡邉　雅昭クラブ研修リーダー 渡邉　雅昭

實石　　学ＳＡＡ 實石　　学
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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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会長退任挨拶

会　長　　森藤　恵二

副会長退任挨拶

副会長　　石川　三義

幹事退任挨拶

幹　事　　清　　マキ

正副会長・幹事　退任挨拶

　退任の挨拶をさせていただきます。まず1年間に
わたり私と一緒にクラブ運営をしていただいた理
事・役員・各委員長・鈴木事務局員そして会員の
皆様に厚く御礼申し上げます。お陰さまで無事1年
間職務を全うすることができました。思い出しますと
入会当時は会員数70余名で、会長未経験者が沢
山いらっしゃいました。入会を勧めていただいた渡
邉雅昭さんからも、死ぬまで会長は回ってこないか
ら安心していいよと言われたものでした。それから
14年で会長を務めさせていただくこととなりました。
ロータリアンとしても、まだまだ半人前の私が会長
を務めることができたのも、多くのロータリーの仲
間の協力のたまものと心より感謝申し上げます。
　本年度のラビンドランＲＩ会長のテーマは「Be a 
gift to the world（世界へのプレゼントになろう）」
でした。この言葉は今後の私のロータリー活動に
大きく影響することとなると思います。また、本年度
も多くの皆様から多額のご寄附のご協力をいただき
ました。ありがとうございました。
　沼津ロータリークラブも「楽しんで積極的に参加
できる例会運営」をテーマとしスタートさせていただ
きました。例会に重きを置き、多くのメンバーの皆
様に卓話をしていただきました。委員長様には各委
員会セミナー内容の報告もしていただきました。地
区大会・ＩＭ・ＰＥＴＳ・地区研修協議会・国際
大会等の報告は、参加できなかったメンバーの皆
様にも理解いただければと、企画させていただきま
した。担当された委員長の皆様にはご負担をおか
けいたしましたが、大変詳しくご報告いただき、多く
のメンバーの参考になったことと思います。本当に
ご苦労さまでした。
　本年度は、沼津柿田川ＲＣ35周年からスタート
し、沼津北ＲＣ55周年・伊東ＲＣ60周年・下田Ｒ
Ｃ55周年・沼津西ＲＣ25周年と多くの周年事業も
ありました。沼津西ＲＣ25周年は国際大会へ参加
いたしましたので、石川副会長に出席していただき
ました。スポンサークラブとのことでご挨拶をさせ
ていただきましたが、スポンサークラブとして恥ず
かしくないよう挨拶することは緊張し、大変だったこ
とを思い出します。また、伊東ＲＣの周年事業では、
黄其光ＲＩ前会長と同じテーブルで美味しい食事を
いただけたことも記念となりました。
　忘年家族会では、多くの皆様より景品のご協力も
いただき、楽しく過ごすことができました。
　沼津クラブとしては、沼津商業高等学校に次ぐ2
クラブ目の桐陽高等学校インターアクトクラブの提
唱ロータリークラブとなりました。峯尾委員長には
結成に至るまで大変ご尽力をいただきました。認証
状伝達式までの準備については、細澤君に大変ご
苦労をおかけいたしました。本当にありがとうござ

いました。今年度も研修旅行を実施することができ
ました。峯村職業奉仕委員長と細澤親睦委員長の
企画により、多くのメンバーと楽しい時間を過ごすこ
とができました。国際大会には15名の皆様に参加
していただきました。ロータリーの偉大さと魅力を
再認識できた貴重な体験をさせていただきました。
事務局の鈴木さんにはＲＣ周年事業での参考資料、
過去の資料の提供等大変お世話になりました。本
来であれば、皆様1人1人のお名前をあげてお礼を
申し上げなければいけないと思う次第です。皆様の
ご協力、ご支援があり1年間乗り越えることができま
した。本当に感謝いたします。今後のロータリー活
動で恩返しできるよう努力してまいります。
　最後になりましたが清幹事に御礼申し上げます。
清幹事におかれましては非常にきめ細やかに会の
運営をしていただきました。私が気がつかないこと
をいち早く指摘していただきフォローしてくださいま
した。沼津ロータリークラブの私の年度が1年間無
事に過ごすことができたのも清幹事があってのことと
心より感謝申し上げます。
　あらためて、沼津クラブには本当に素晴らしい仲
間が多くおられることを実感した1年でした。皆様
に心より感謝申し上げまして私の退任の挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。

　無事に森藤年度の終わりの日を迎えることができ
ホッとしております。ねじの外れた私が何とか務め
終えることができたのもメンバーの皆様のご協力の
おかげです。
　特に森藤会長と事務局の鈴木さんには大変お世
話になりました。森藤会長は大きな図体と反比例し
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事経験から「これはいいよ」「あれはこうだ」と導いて
くださいました。どこへ行くにも下戸の会長が運転
手であり助手席で大きな態度をしていた不出来な幹
事でした。また事務局の鈴木さんは大変優秀な方

で、まだ3年ほどだというのにロータリーの中身を
熟知され、これについては過去はこうだったから今
回はこれでどうでしょうか？と私が困らないように先
にまわって資料を用意してくれていました。彼女が
いなかったら気がつかない事案がたくさんあり運営
にも支障が出てしまったと思います。また前幹事の
内田さんもびしっと辛口意見を言い、陰ながら私を
指導してくださいました。
　7つもの他クラブ周年事業、桐陽高校インターア
クト設立、ソウル国際大会等、行事の多い年度で
したが、伊東の周年式典で元ＲＩ会長と名刺交換
をさせていただいたことをはじめ、幹事という立場
でこそお知り合いになれた方も多く、実り多く楽し
い1年間でした。来週からメインテーブルを離れる
こともそうですが、次年度幹事の山本さんに無事に
バトンを渡せたことを何より嬉しく思っております。
　本当に1年間ありがとうございました。

　一年間、微力ながら森藤会長の下副会長の職を
務めさせていただきました。副会長退任の挨拶とい
うよりも、会長職が1週間後から始まるという緊張感
のほうが強いのが正直のところです。副会長は、会
長を補佐しながら会長の仕事を勉強させていただく
ものですが、一年間森藤会長の仕事振りを見させ
ていただき、大した勉強もしないで、あっという間
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のと考えています。
　何はともあれ、一年間副会長の職を大過なく無
事に務めることができました。来週から会長としての
年度が始まります。一年間よろしくご支援とご協力を
お願いいたします。

奉仕プロジェクト リーダー　渡邉　雅昭
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第3150回例会 2016.6.24

 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.45

　みなさんこんにちは。本日が今年度最終例会となりま
した。一年間私の会長挨拶にお付き合いいただき、あり
がとうございました。毎週の会長挨拶の原稿作成も終わ
りました。やり遂げたという気持ち以上に、ホッとした気
持ちでいっぱいです。会長就任前に勝呂パスト会長より、
会長挨拶の原稿をいただきました。原稿作成の参考にさ
せていただくつもりでしたが、内容が素晴らしく、私のよ
うな者が皆様に挨拶として披露できるものではありません
でしたが、事業等の時期を考えたタイミングの良い挨拶
方法は大変に参考となりました。勝呂パスト会長の挨拶
文は私の宝です。今後も大切にしていきたいと思います。
勝呂パスト会長ありがとうございました。また、山口前会
長には、例会運営等で相談に乗っていただきました。山
口前会長とは長いお付き合いなので、率直なご意見を聞
かせていただき大変参考となりました。山口前会長あり
がとうございました。お二人以外の皆様にも大変お世話
になり、心より感謝申し上げます。後程、退任挨拶で一
年間の活動内容等を含めお話しさせていただきます。
　本日は3名のオリエンテーションを実施させていただ
きました。最終例会日に3名ものメンバーのオリエンテ
ーションが実施できたことを大変嬉しく思います。増員に
ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。ま
た、道前委員長には解りやすく丁寧にロータリー活動内
容等をご説明いただきました。入会されたメンバーの皆
様もよくご理解していただけたことと思いますし、私自身
も改めて勉強させていただきました。
　無事に会長の職務を全うすることができたのも、メン
バーの皆様のご協力のたまものと、心より感謝申し上げ
ます。一年間本当にありがとうございました。

ゲスト  大熊　宏幸様、北澤　誠司様、
 上田　貴彦様

他ＲＣ出席  野際君（6.21沼津北）

欠席者（9名）
石川（秀）君、金子君、髙地君、
長橋君、能見君、鈴木君、塚本君、
内田君、渡邊（洋）君

44

43

35

81.40

93.02

7月1日（金）
　正副会長・幹事就任挨拶

7月8日（金）
　千本をよくする会について
 会　員　　積　　惟貞君

6月合計　32,000円
森藤君…一年間ありがとうございました。
清君…一年間ありがとうございました。良い経験を
させていただきました。
石川（三）君…皆様のご支援により、副会長を無事務
めることができそうです。7月からよろしくお願いします。
細澤君…森藤会長・清幹事、一年間ご苦労様でし
た。また、一年間スマイルボックスにご協力いただ
きまして、誠にありがとうございました。
實石君…会長・幹事、ご苦労様でした。来月から
ゆっくりしてください。
積君…大熊さんをはじめ、入会をなさる皆様を歓迎
いたします。これから楽しくやりましょう。
内山君…この度、退会させていただきます。短い期
間でしたが、お世話になりました。
山口君…①森藤会長・清幹事、一年間ご苦労様で
した。②年金受給者になりました。先週初めて振り
込みがありました。これからは、無駄使いはしません。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…7/18（月）は祝日休会
　富 士 宮 西…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

　沼　津　西…＊ 毎月第3木曜日夜間例会が昼間
例会に変更になります

 （2016.7.1～）
　　　　　　　7/14（木）は7/16（土）慰労会
　　　　　　　7/28（木）は7/30（土）納涼例会
３ ．6/26（日）2016-17年度会員増強セミナー
　⇒ 石川（三）次期会長、峯村次期会員増強委員長
2名出席予定

４ ．2015-16年度年次報告書用原稿作成のお願
い＊該当者にポストイン

◆第13回定例理事会
　2016.6.24（金）13:40～　出席者13名
【報告事項】
　 桐陽高等学校ＩＡＣ認証状伝達式（2/14（日）実施）収支
報告…収支報告書のとおり

【議事】
１ ．インターアクト年次大会（7/30（土）～31（日）実施）の
件　承認

　⇒ 峯尾君、桐陽高校ＩＡＣが参加（沼津商ＩＡＣは登録
のみ）

　⇒参加費用は交通費も含め当クラブが負担する
２ ．前会長幹事慰労会並びに会長幹事激励会（8/5（金・
夜間））の件 ⇒事業計画書のとおりで承認

３ ．沼津駅前花壇整備（6/25（土）実施）の件　承認
４ ．内山義郎君退会の件　承認
５ ．鈴木啓司君退会・退会記念品の件　承認
　⇒記念品は金50,000円
６ ．長橋秀行君出席免除の件　承認
　⇒6月から当面の間出席免除とする
７ ．新入会員3名の扱いの件　承認
　⇒入会日・入会式はいずれも7/1（金）とする
　⇒ 北澤誠司君（スルガ銀行）　委員会：出席
　　緊急連絡：B-1　会員増強：1組
　⇒ 大熊宏幸君（稲葉商店）　　委員会：出席
　　緊急連絡：Ｄ-2　会員増強：1組
　⇒ 上田貴彦君（ウエダ歯科）　　委員会：親睦
　　緊急連絡：C-1　会員増強：3組

◇

◆第1回定例理事会
　2016.6.24（金）14:00～　出席者13名
【報告事項】
１．分区会費30,000円納入の件
２．2016～17年度上期会費納入の件
　⇒7/1ポストイン予定
３．2016～17年度ソングリーダーの件
４．例会食の件
　⇒毎月第1例会は100万ドルの食事、偶数月は最終例会も
５．夏祭りクリーン作戦（7/31AM4:45～）の件
　⇒7/1ポストイン予定
６．7-9月テーブル編成（新会員追加）の件
７．沼津4ＲＣ合同夜間例会（当クラブ担当）
　⇒10/28（金）18:00点鐘
【議事】
１ ．7月例会プログラムの件　承認

7月8日 千本をよくする会について
 会　員　　積　　惟貞君

7月15日 出席表彰
7月22日 第1回クラブ協議会（30分延長）

ガバナー補佐クラブ期首訪問
7月29日 裁量休会
8月5日 前会長・幹事慰労会並びに

会長・幹事激励会（夜間例会）

２ ．2016～17年度予算の件 ⇒資料のとおり承認
３ ．前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激励会の件
　⇒ 資料の通り。8/5（金）18:00～　承認
４ ．会員慶事記念品（会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記
念日）の件　⇒資料のとおり承認
５ ．出席表彰記念品（HC100%・MU100%・在籍年数）の
件 ⇒資料のとおり承認
６ ．会長代行順序の件　承認
　⇒ 会長→副会長→奉仕プロジェクトリーダー→財団プロ
ジェクトリーダー→会員維持増強リーダー

７ ．入会金の名称変更の件　⇒継続して検討する
８ ．新会員の入会式及び入会日の扱いの件 ⇒7/1　承認
９ ．新会員の所属委員会・緊急連絡Ｇ・会員増強Ｇの件
 　承認
　⇒ 大熊宏幸君（稲葉商店）　　委員会：出席
　　緊急連絡：Ｄ-2　会員増強：1組
　⇒ 北澤誠司君（スルガ銀行）　委員会：出席
　　緊急連絡：B-1　会員増強：1組
　⇒ 上田貴彦君（ウエダ歯科）　　委員会：親睦
　　緊急連絡：C-1　会員増強：3組

理事会だより

●駅前花壇清掃実施　2016.6.25（土）
　本年度の駅前花壇清掃は、度重なる悪天候に泣
かされ思うように作業できませんでしたが、今回は
「多少の雨には負けません！」という熱い志のもと、
参加有志による雑草駆除大作戦の甲斐あって無事、
有終の美を飾ることができました。

▲ 頑強な雑草の根に苦戦しながら
も、協力して清掃を完了しました。

参加者　細澤君・
石渡君・實石君・
村上君・奥村君・
大村君・向坂君・
渡邉（雅）君・渡邊
（洋）君・吉野君・
事務局鈴木さん


