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第3155回例会	 2016.8.5

 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.5

　皆さん、こんばんは。先週の29日の例会は沼津夏祭
りの前日で裁量休会でした。私としては、一息ついた感
じで休ませていただきましたが、ただ仕事では、中伊豆
の認定こども園の安全祈願祭を午前中行っていましたの
で、Ｒは休会ですが、仕事はとても忙しい一日でした。
　前回の例会は、ガバナー補佐の期首訪問、第一回目
のクラブ協議会でした。大変熱心に議論をしていただき、
30分延長が40分延長になってしまいました。
　さて本日は、昨年に続いての夜間例会での前会長・幹
事慰労会です。沢山の会員の皆様にご出席いただき感謝
します。森藤前会長さん、清前幹事さん一年間お疲れ様で
した。森藤年度は、とりわけスポンサークラブとして他クラ
ブの周年事業（沼津柿田川35周年、沼津北55周年、伊東
60周年、下田55周年、沼津西25周年）に出席され、ご挨
拶をされております。本当にご苦労様でした。森藤年度の
最大の功績は、桐陽高等学校のＩＡＣの結成であります。
峯尾委員長と細澤君の尽力によりＩＡＣが結成されまし
たことは、何よりも喜ばしい成果でありました。今後桐陽
高校ＩＡＣを育てていくことが私達の使命であります。
　私の二回目の会長挨拶の中で、ノーマライゼーション
の理念に触れたとき、糸賀一雄さんの「障害者が世の光
に」という重度心身障害者施設の創設者の話をしました
が、今回このような痛ましい事件が起きたことは、極めて
無念であり、激しい憤りを感じます。人間の生命は全て
平等な価値を持ち、等しく生きる権利を持つのであること、	
命は神聖なものであり、尊ばれなければならないというこ
とを、国民一人ひとりの倫理観・価値観として持ってい
なければならないと、改めて感じました。

他ＲＣ出席 	積君（7.23第1回Ｇ補佐会議）、細澤君・
山口君（7.23米山梅吉記念館第1回運営
委員会）、石川（秀）君・金子君（7.28沼津
西）、峯尾君（7.30-31ＩＡＣ第43回年
次大会）、山本君・吉野君（7.31地区Ｒ
財団セミナー）、金子君（8.1沼津柿田川）

欠席者（8名）
金子君、楠木君、望月君、長橋君、	
能見君、内田君、渡辺（好）君、
渡邉（秀）君
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8月19日（金）
　会員増強・新クラブ結成推進月間担当例会

結婚記念日　山本　洋祐君、楠木　公一君

8月26日（金）
　ガバナー公式訪問

道前君…前森藤会長、前清幹事さん、1年間ご苦労様
でした。
石川（三）君…森藤さん、清さん、一年間ご苦労様でし
た。夜間例会に多数の皆様のご参加ありがとうございま
す。8/19の例会、浜松での研究大会出席のために欠
席します。吉野さんよろしくお願いします。
峯尾君…Ｃテーブルのテーブル会を楽しく開くことがで
きました。残金をスマイルします。
森藤君…本日は、ありがとうございます。
奥村君…めでたさに 蝉時雨さえ 心地良し　感謝・感
謝 もひとつ感謝
清君…本日はありがとうございます。1年間無事に終え
ることができたのも皆様のおかげです。
積君…森藤さん、清さん、お疲れ様でした。石川さん、
山本さん、適当に頑張ってください。
渡邉（雅）君…森藤前会長、清前幹事、一年間ご苦労
様でした。
渡邊（洋）君…夏祭りクリーン作戦に多くの方にご参加
いただき、ありがとうございました。
山本君…今日は、私どもの激励会を開催していただき
ありがとうございます。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　　　士…8/24（水）は休会
　　　　　　　8/31（水）は夜間例会
　　　　　　　9/7（水）は休会
　　　　　　　9/21（水）は夜間例会
　沼津柿田川…8/22（月）は8/26（金）に変更
　新　富　士…9/6（火）は9/10（土）
	 おきがる無料相談所＠ロゼシアター
　　　　　　　9/13（火）は9/14（水）
	 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/20（火）は特別休会
　　　　　　　9/27（火）は夜間例会
	 観月会＠グリーンホテル
　富　士　宮…9/12（月）は9/14（水）夜間例会
	 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/19（月）は9/17（土）夜間例会
	 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更	12:30点鐘
２ ．8月のロータリーレート　1ドル＝102円
３ ．「ロータリーの友」 8月号　配布

慰労会 開会挨拶� 会　長　　石川　三義

　内田親睦委員長の体調がまだ十分でないとのことで、
慰労される前幹事の清さんが親睦副委員長として、自ら
を慰労することになりました。ありがとうございます。
　細澤君、實石君、大友君にご協力いただき、本日の
慰労会が開催できますことを、心より感謝申し上げます。
　親睦委員長を内田君にお願いしましたが、体調が悪
かったのに申し訳なく思います。内田君は責任感が強い
人ですから、慰労会に参加できなくて残念がっていると
思います。内田君には早く元気になっていただき、Ｒの
例会に出席していただくことを心より願うものです。
　前会長・幹事の慰労を皆さんで楽しんでいただきたく
思います。まだ猛暑が続いていますので、暑気払いをして、
この猛暑を乗り切っていきましょう。

労いの言葉（森藤・清前会長幹事へ）�山口　和一
　今日の2人の顔は、穏やかで清 し々く見えます。そして、
一年間を全うしたという自負と充実感がにじみ出ています。
本当に森藤前会長、清前幹事、一年間ご苦労様でした。
　前年度は、沼津ＲＣがスポンサーをした沼津北・沼
津西・伊東・下田・沼津柿田川ＲＣの周年記念例会
の年でした。スポンサークラブ会長は、例会出席と祝辞
の挨拶があります。私の幹事の時が当たり年で、当時の
石渡会長が挨拶されたことをよく覚えています。順番とは
いえ当該の会長に当たらないようにと祈っていました。森
藤君で本当に良かったと思います。
　事業としては、会員増強に力を入れ期首会員40名か
ら期末には45名・桐陽高校ＩＡＣ設立に尽力・Ｒ財団
地区補助金を活用し、障がい者の就労支援のため社会
福祉法人共生会へ「ミニエンドレスシーラー」を寄付・会
員の8割がマイロータリー登録するという実績・ＲＩ会長
賞の受賞と、多岐にわたり活躍をされました。これも、
初の女性幹事清さんとの息の合ったクラブ運営ができた
からだと思います。
　クラブ運営は、幹事にかかっています。初代女性幹事
としてのプレッシャーをものともせず事業計画作成から始
まり、例会・理事会運営、講師接待、あらゆる雑用等
約一年半よく頑張りました。
　2人にとっては、これで終わりではありません。まだま
だ沼津ＲＣのために身を粉にして活動していただくことを
お願いして労いの言葉とさせていただきます。

前会長・幹事慰労会
夜間例会

　「明るい社会づくり運動沼津地区協議会」が毎年沼津
の夏祭り2日目に行っている街のゴミ拾い運動。今年は、
当クラブからは16名の会員に加え、学友の植松君、会
員のご友人の参加もいただき、早朝より清掃活動を行
いました。参加された皆様、お疲れ様でした。
参加者　藤田君、細澤君、石川（秀）君、石川（三）君、
實石君、北澤君、峯村君、三好君、森藤君、向坂君、
積君、杉山君、寺田君、山本君、吉野君、渡邊（洋）君、
植松茂君（学友）、細澤君の友人（女性の方）

県内外で活躍するものまねアーティスト
YAMATOさんの唄声を聞きながら、
楽しい慰労の時間を過ごしました。

夏祭りクリーン作戦
および 駅前花壇清掃

2016.7.31（日）
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