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会長挨拶� 会　長　細澤　哲哉
　皆さん、こんにちは。昨年の7月に吉野前会長よりバトンを
受け取ってから早いもので1年が過ぎ、本日の例会が私の年度
最後の例会となります。なんとなく寂しい気持ちもありますが、
本日は私自身も皆様とともに最後まで楽しませていただきた
いと思っております。
　会長挨拶も今回で45回目となります。1年を振り返ってみま
すと私が会長に就任していきなり 7月には西日本豪雨で多く
の方々が被害に遭われ、夏は猛暑が続き、9月には北海道胆
振地方で震度7の地震が発生、大型台風の被害など大きな天
災に振り回され、人間の驕った思いを吹き飛ばし自然の力の
偉大さを思い知らされた1年でした。また、オウム松本死刑囚
ら幹部の死刑執行、日産のカルロス・ゴーン会長の逮捕等、平
成から令和に元号が変わる時代の潮目のようなできごとが多
くあった気がいたします。スポーツ界では当初セクハラ問題な
どがありましたが、大坂なおみや大谷翔平などが海外で活躍
し我々に明るい話題を提供してくれました。しかし、なんと言っ
ても天皇陛下が退位され皇太子殿下が天皇陛下に即位され
る一連の行事や新しい元号「令和」の始まりを直に見ることが
でき、改めて日本の歴史や文化について考えることができたこ
とは一番の思い出となっております。
　この会長挨拶の原稿は事前に書き溜めておくことはできま
せんので、私は大体前日に作成しておりました。ただ話をする
だけならばよいのですが、原稿が例会のプログラムに保存さ
れますので、根っから文才のない理系で育った私は本当に大
変でした。おかげさまでこの一年は新聞、雑誌を読み漁り、テ
レビもニュースや報道番組を見る等、私としてもとても勉強を
させていただいた一年でした。
　会長職が終わるころには大概、スタート時よりも体重は減
り、髪の毛にも白いものが目立つようになると言われておりま
したが、私の場合、体重は増え髪の毛も一度も染めたことは
ありませんが、一年間本当に楽しく過ごさせていただきまし
た。後ほど挨拶をさせていただきますが、皆様方には一年間
ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。

他ＲＣ出席 �吉野君（6.22第3回RLIミーティング）、木村君
（6.27沼津西）

欠席者（7名）
木村君、峯尾君、三好君、村上君、
大友君、恒吉君、渡邉（秀）君
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7月5日（金）
　正副会長・幹事就任あいさつ
　第1回クラブ協議会（例会30分延長）

会員誕生日　木村　　拓君
配偶者誕生日　渡邉　直子様（秀一君）
結婚記念日　大石　昭裕君

7月12日（金）
　職業卓話「自動車学校あれこれ」
� 会　員　　清　　マキ君
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正副会長・幹事　退任挨拶

会長退任挨拶

� 会　長　　細澤　哲哉

　最初に、1年間無事に会を運営することができましたの
は、会員の皆様方のご協力があったからこそだと思って
おります。1年間誠にありがとうございました。
　沼津クラブはクラブ研修リーダーの渡邉さんのおかげ
で会長予定者が数年前から決まっており、事前に準備を
行うことができますことは、ありがたいことだと思ってお
ります。おかげさまで2年前には大村君に幹事の職を依
頼し、快く幹事を受けていただくことができました。有
能な幹事が決まれば、私の準備の大半は終了したような
もので、実際、この一年間の大半のことは大村幹事に
行っていただいたと思っております。今後も大村君の指示
がないと生活ができないのではないかと心配しているほ
どです。一年間本当にありがとうございました。
　私がまず最初に取り掛かったことは、委員会の編成で
あります。先程お話いたしましたように、沼津クラブは 5
年先までの会長予定者が決まっておりますので、その
方々にはクラブ運営を理解していただくために理事に
なっていただきました。委員会の編成にも苦労いたしまし
た。なるべく会員の皆様には色 な々委員会を体験してい
ただこうと考えてはいたのですが、会員数の減少のため
に思うような編成ができず、皆様方には大変ご迷惑をお
かけしたと思いますが、編成にあたり皆様方に快く役職
をお受けしていただきましたことに感謝しております。
　出席の渡邉（秀）委員長のおかげで今年も出席 100％
を達成することができました。次年度からは出席の算定
方法が変更になるようですので、最後の年に達成できて
よかったと思っております。親睦の塚本委員長には、ク
ラブの催しのたびに大活躍していただき誠にありがとう
ございました。会報の上田委員長もご自身のお仕事が忙
しい中、私も同級生ということでわがままを言わせてい
ただきご苦労をおかけいたしました。プログラムの大友
委員長には、外部卓話と内部卓話を上手にバランスよく
こなしていただきました。また、一年間同じテーブルで過
ごし楽しい時間をありがとうございました。広報・雑誌の
石川委員長には、クラブの行事を新聞社に掲載していた
だけるように手配していただきありがとうございました。
会員選考・Ｒ情報の石渡委員長には、新たに我々の仲
間となる会員への指導という重要な職をお願いさせてい
ただきました。ご苦労様でございました。会員増強・職
業分類の吉野委員長にはこの一年積極的に活動してい
ただきました。そして何よりも直前会長として一年間私を
サポートしていただき、誠にありがとうございました。青
少年の村上委員長は、毎回東京より出席していただきな
がらもＩＡＣとの連携を密に取るなど才能を存分に発揮
されました。職業奉仕の渡邊（洋）委員長には、職場見
学や年度末の慌ただしい時期に研修旅行を企画してい
ただくなど多大なご迷惑をおかけいたしました。社会奉
仕の大熊委員長には、千本をよくする会の活動において
活躍していただき誠にありがとうございました。国際奉
仕の三好委員長にはＩＭにおいて朝橘師匠の講演を手
配していただくなどご苦労をおかけいたしました。Ｒ財団
の峯村委員長は、クラブだけではなく地区の委員を兼務
されるなど一年間ご苦労様でした。米山の白壁委員長
は、米山記念館の例祭に参加されるなどご苦労をおかけ
いたしました。クラブ研修リーダーの渡邉（雅）君には、冒

頭でもお話しいたしましたが、クラブの運営が円滑に進
むようにご配慮いただき誠にありがとうございました。会
計の山口君は、今年度Ｇ補佐として活躍され、お忙しい
中でもクラブの会計を管理運営していただき誠にありが
とうございました。そして、私が例会を運営するにあたり
毎回例会の進行を司り、例会が滞ることなく運営できま
したのは当クラブ初の親子ＳＡＡの渡辺芳彦君、真司
君のおかげであります。当初私がお願いしたように、例
会中の雰囲気が変化したと思います。お二人には誠にご
苦労をおかけいたしました。東副会長と渡邉副幹事とは
一年間同じテーブルで様々なお話をさせていただきまし
た。私のクラブ運営は歴代の会長たちと比べると決して
良い評価をいただけるとは思っておりませんが、次年度
はお二人の魅力を十分に発揮され、充実した一年を過ご
していただきたいと願っております。次年度は私も同じ
テーブルでお二人と共に楽しませていただきたいと思っ
ております。
　今年度、沼津クラブでＩＭを開催することは承知して
おりましたが、まさか地区内のグループ編成の変更まで
は予定しておりませんでしたので、実際ＩＭの開催につ
いては心配しておりました。当初、ＩＭの準備は実行委
員会が行い私は当日の挨拶を行えばよいのかと高を
括っておりましたら、私もすっかり実行委員会のメンバー
に入っており實石事務局長の手足のように働かされまし
たが、終わってみれば他クラブの皆様方よりたくさんのお
褒めの言葉をいただき、山口Ｇ補佐共々私もクラブ会長
として誇らしい思いをさせていただきました。これは山口
Ｇ補佐のお考えと沼津クラブの伝統として受け継がれて
いる「おもてなしの心」が充分に伝わったからだと思って
おります。しかしながら、ＩＭ開催にあたり山本Ｇ補佐
事務局長、実行委員会の皆様はもちろんのこと、会員の
皆様方には多大な迷惑とご協力をいただきましたことに
改めて感謝申し上げます。大きな行事を行うとクラブ内
が分裂することが多 あ々ると聞いておりますが、沼津クラ
ブの場合には大きな行事を開催するたびにクラブ内の結
束が強くなっていくように感じられます。沼津クラブでは
大きく道をそらさなければ、私のような若輩者でも諸先
輩方をはじめ、会員の皆様方より暖かい目で見守ってい
ただくことのできる環境が整っていると思います。私もそ
の環境に甘え自由に活動をさせていただきましたが、自
分なりには努力しいろいろな事柄を考え、成長させてい
ただいた一年だったと思います。そして、仲間のありがた
さを実感させていただいた一年となりました。
　本年度の星野Ｇは会員数 17 名という小さなクラブな
がらＧになられ、周辺クラブとの協力により地区の運営
を全うされました。私も小さな事務所で日々の実務をこ
なしながら皆様方のお力をお借りしてクラブの運営を
行ってまいりました。このような私でも会長の職を全うす
ることができますので、これから会長になられる方 も々安
心して会長の職をお受け願いたいと思います。
　残りの例会数が少なくなってきた頃に、会員の方々か
ら「会長の任期もそろそろ終わりだね、寂しくないか
い？ もう少し続けてみたくないか？」などと聞かれること
が多くなってまいりました。確かにやっと会の運営に慣
れ、Ｒのことも少しは分かってきたところです。少し寂し
い気持ちはありますが、何事もほどほどが一番だと思っ
ておりますので、私はここで退任させていただき、吉野
前会長より引き継いだバトンを東会長にお渡ししたいと
思います。
　このように無事にバトンを東会長にお渡しすることが
できますのは、会員の皆様方のご協力のおかげです。こ
のような私を支えてくださった大村幹事、理事、役員、各
委員会の皆様方、鈴木事務局員、沼津リバーサイドホテ
ルのスタッフの皆様方に心より感謝申し上げます。一年
間、誠にありがとうございました。
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幹事退任挨拶

� 幹　事　　大村　愛美

副会長退任挨拶

� 副会長　　東　　宗徳

　幹事退任挨拶を書くにあたり、ちょうど1年前に書いた
幹事就任挨拶を読み返し、不安と緊張に包まれていた自
分を思い返しました。この1年、何とかやってこられたの
は細澤会長はじめ、クラブの皆様方のご協力があっての
ことだとしみじみ感じております。
　今年度のクラブの大きな行事はホストクラブとしてＩ
Ｍの開催がありましたが、山口Ｇ補佐のリーダーシップ、
ＩＭ実行委員会メンバーの緻密な計画と素晴らしい行
動力のもとクラブ一丸となって大きな成功をおさめるこ
とができました。幹事自身はあまり役立っていなかったと
思うのですが、沼津ＲＣの素晴らしさを再認識させてい
ただくことができました。
　この他にも、甲府の地区大会、柿田川の清掃活動等、
この1年間振り返るとなぜか「楽しかった」と思うことばか
りで、平成から令和に代わった記念すべき年に幹事を務
められたことは一生忘れられません。この経験を今後の
Ｒ活動の糧にしていきたいと思います。最後に、本当に
1年間ご指導ご協力ありがとうございました。

　細澤年度もあと残すところ3日となりました。細澤会長
の下、副会長としてクラブ管理運営をさせていただきまし
たが、理事役員並びに常任委員長、小委員長、会員の
方々にはこの1年間大変ありがとうございました。中でも
出席委員長の渡邉秀一君、親睦委員長の塚本君、会報
委員長の上田君、プログラム委員長の大友君1年間あり
がとうございました。
　現在に至るまで幹事とクラブ管理運営の委員長を経
験しない副会長で色 と々不慣れな点が多 あ々ったかと思
います。Ｍテーブルでは両脇に大友君と副幹事の渡邉好
司君に座っていただき、例会の運営のノウハウから裏方
までつぶさに勉強する機会を与えていただきました。よく
Ｒの原点は例会にありと言われますが、しっかりした例
会運営が大事だということを痛感しました。
　さて、私は外科医でした。父の跡を継いで町医者に
なって 20年以上経ちましたが、その前 19年間はメスを
握って仕事をしておりました。この中で手術の上達の秘
訣は手術の上手な先輩とよい手術をいかに多く経験で
きるかにかかっていると思います。歴代の会長がそうで
あったように、この1年間、細澤会長と大村幹事がすば
らしい手本を示してくれたことに感謝するとともに、この
経験をもとに渡邉幹事と共に来週から会長として務めて
いきたいと思います。
　とりわけ会長の挨拶のお話はいつもよく練られた内容
を聞かせていただきました。中でも一番記憶に残ったの
は東京マラソンの話題ではご自身の体験もお話しになり、
思わず話に引き込まれました。細澤会長は計45回全ての
例会や行事を休むことなく務められ、私は会長代行とし
て壇上に一度も上がることはありませんでしたが、無事
に完走され、私に沼津クラブのタスキをしっかりと渡して
いただきました。本当にご苦労様でした！
　終わりになりますが、次年度は今日第1回の理事会が
あり、いよいよ来週から始まりますが引き続きよろしくお
願いいたします。

◆第13回定例理事会
　2019．6．28（金）13：35～　出席者19名
【報告事項】
１�．6/18バス研修旅行収支報告　⇒資料のとおり
【議事】
１�．村上綾一君出席免除の件　クラブ細則第11条によ
り承認　⇒資料のとおり
２�．メーキャップ期間変更の件　⇒審議継続
３�．その他

◇
◆第1回定例理事会
　2019．6．28（金）13：₄5～　出席者13名
【報告事項】
１�．分区（グループ）会費　￥30,000納入の件
２�．2019～2020年度上期会費・特別会費（米山1万プラ
ス）納入の件　⇒7/5ポストインの予定
３�．2019～2020年度ソングリーダーの件
　⇒野口君、大熊君、渡邉（秀）君、白壁君に変更
４�．例会食の件
　⇒毎月第1と第3例会は100万ドルの食事
５�．夏祭りクリーン作戦（7/28（日）4：45～）の件
　⇒詳細決定次第、案内・出欠ポストインの予定
６�．クラブホームページ更新の件
　⇒例年通り、委員会編成、プログラムなど
７�．地区ＨＰのクラブ紹介ページ掲載情報の件
　⇒ＨＰのＵＲＬ・写真（ＩＭ集合写真）
８�．9/14（土）米山梅吉記念館50周年記念式典
　⇒13（金）の振り替え・全員登録
９�．10/9（水）沼津4ＲＣ合同夜間例会（ホスト：沼津柿
田川）　⇒11（金）の振り替え

【議事】
１�．7月例会プログラムの件　承認
　会員の職業卓話多くする

7月12日 職業卓話「自動車学校あれこれ」
� 会　員　　清　　マキ君

7月19日 ガバナー公式訪問
� ガバナー　　安間みち子様

7月26日 出席表彰

8月2日 前会長・幹事慰労会ならびに
会長・幹事激励会

２�．前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事激励会（8/2
（金）18：00～）　承認
３�．出席表彰記念品の件（ＨＣ100％・ＭＵ100％・在
籍年数）　会長幹事に一任で承認
４�．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
５�．Facebookたちあげの件　承認　利用会員に相談
６�．9/7（土）柿田川湧水地清掃の件　承認
　柿田川ＲＣ中心にインターアクトにも声がけ
７�．10/6（日）サントムーンでのポリオ撲滅合同街頭募
金活動の件　承認
　千本をよくする会10/6→10/20に変更
８�．定款・細則（ＭＵ期間変更）の件　審議継続
　ＲＩ定款が決定後に検討
９�．日本のロータリー100周年記念ピンバッジ（200円/個）
頒布について　承認

理事会だより
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１�．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…7/17（水）は例会変更
　長　　　泉…7/17（水）は夜間例会
　　　　　　　7/31（水）は特別裁量休会
　富 士 宮 西…7/19（金）は特別休会
２�．6/22（土）第3回ＲＬＩミーティング（ＤＬ研修）
⇒吉野君　1名出席
３�．6/30（日）ロータリアンと顧問先生との連絡協議会
⇒上田君　1名出席予定
４�．2018-19 年度年次報告書用追加活動報告ご提出の
お願い　＊該当者にポストイン

6月合計　38,000円
東君…細澤会長、大村幹事、1年間ご苦労様でした。
細澤君・大村君…皆様方にご協力をいただきまして、1年
間職務を全うすることができました。誠にありがとうござ
いました。
石川君…細澤会長、大村幹事、1年間ご苦労様でした。
實石君…細澤会長、大村幹事、1年間お疲れ様でした。
来年も色 と々頑張ってください。
森藤君…細澤会長、大村幹事、1年間ご苦労様でした。
大熊君…細澤会長、大村幹事、1年間お疲れ様でした。
奥村君…細澤会長、大村幹事、1年間お疲れ様でした。
積君…会長、幹事、各委員長の皆様、1年間ご苦労様
でした。
渡邉（雅）君…細澤会長、1年間お疲れ様でした。あと60
時間楽しんでください。
山口君…細澤会長・大村幹事、よく頑張りました。私も
頑張りました。今日は、最後のＧ補佐会議が甲府で開催
されます。皆様、1年間ご協力ありがとうございました。
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奉仕プロジェクト� リーダー　　實石　　学

　青少年、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕の4委員会
すべて今年度も活発に活動をしていただきました。今年
度の奉仕プロジェクトの各委員長は細澤会長の人選もよ
く皆Ｒの真髄である「奉仕」というものをよく理解し積極
的に活動をしていただいたなという実感があります。各委
員長もこの奉仕という活動に関わり良い経験をし、今後
のＲ活動に生かせるのではないかと思いますし期待もし
ております。今年度の皆様のご協力に感謝いたします。
青少年　7/29～30ＩＡＣ年次大会は、台風接近により中
止になりました。これまで2日にかけて行われてきた年次
大会ですが、参加率向上と負担減、予算削減のため来
年度以降1日にすることが検討されています。8/10沼商、
8/31桐陽ＩＡＣが例会に参加してくれました。9/1の柿田
川清掃でも、両校ＩＡＣが参加し、元気に清掃活動に取
り組んでいました。9/22ポリオ撲滅街頭募金でも、両校
ＩＡＣが参加し、明るい声で募金を呼び掛けていました。
11/18指導者講習会に参加し、両校ＩＡＣに後日、内容
をお伝えしました。千本清掃にＩＡＣの参加を提案してい
ますが、早朝の交通手段や学校行事との兼ね合いがネッ
クになり、実現できていません。
職業奉仕　1/26（土）職業奉仕セミナーに出席し、会長
挨拶の中で会長より内容を報告していただきました。リ
レートークでは職業に関する話をさせていただく機会を
いただき、今年度も順調に事業を遂行しているところで
あります。6/18（火）開催予定の日帰り研修親睦旅行を、
楽しくかつ有意義な旅行となるよう準備しております。
社会奉仕　①7/29（日）夏祭りクリーン作戦：台風接近の
ため実施できませんでした。②9/2（日）社会奉仕・国際
奉仕合同セミナー：4名で参加、地域における社会奉仕
活動の知見を得ることができました。③駅南口クラブ石
碑及び花壇の清掃：実施しましたが季節によっては頻繁
に手入れが必要で、今後の対応策については一考が必
要だと感じました。④千本をよくする会を通じた千本浜清
掃活動への参加：10/7（日）14名の方にご参加いただき
ましたが、台風の影響で実際の活動はできませんでし
た。12/9（日）16名参加。4/14（日）26名参加、また総会
も開かれました。6/2（日）今Ｒ年度での最後の活動が予
定されています。
国際奉仕　9/2 社会奉仕との合同セミナーに始まり、Ｒ
が用意している各種補助金を実際利用している他クラブ
の様子も聞けました。しかしながら、ご縁・きっかけが
ないとそれら補助金を活用しての活動は難しいとも思い
ました。峯尾会員を通して、セブ島のNGO「OPTIONS」
に対し募金ができたことはよかったと思っています。今後
とも何らかの形で継続できればと願っています。

財団プロジェクト� リーダー　　野際　宏行
　Ｒ財団・米山委員会の両委員長のもと活動をしており
ます。すでに、浄財のご寄付をいただいていることとは
存じますが、今年度の目標達成のため、再度ご寄付のご
確認をお願いします。
Ｒ財団　9/22沼津4ＲＣ合同ポリオ撲滅街頭募金活動
ではＩＡＣの参加もあり募金総額￥53,084 となりました。
地区補助金プロジェクト「未来の夢計画」では児童養護
施設松風荘へ洗濯機などの￥323,800の寄贈事業、10/5
には贈呈式を行い、松風荘施設長 村松様に卓話をいた
だきました。Ｒ財団へは合計￥788,621のご寄付となりま
した。今年度ポール・ハリス・フェローは4名です。残り
わずかですが、引き続きご協力お願いします。
米　山　今年度米山記念奨学会の寄付は、5/27現在①
分担金の普通寄付計￥91,000 ②特別寄付￥791,000
（個人分￥531,000）、米山功労者3名です。引き続きご
理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

クラブ研修リーダー� 渡邉　雅昭
　クラブ研修リーダーは、会長を補佐し、年次目標の達
成を支援すると共に、Ｒ活動を活性化するためのきっか
け作りをサポートすることである。今年度は、ＩＭの開
催準備等があったため、通常は2月に行っていた「クラブ・
リーダー会議」が4月の開催となった。正副会長・幹事お
よび会長予定者の方々の出席を得て、沼津ＲＣの将来
像、運営クラブ活性化等について意見交換を行った。
【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：7名入会、3名退会、純増4名。
②新会員研修の実施を推進…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
会等で新会員に声掛けを依頼）。
③Ｒ情報の提供…会長あいさつの中で適宜提供された。
【今後の課題として】
①会員増強について…沼津ＲＣ存続のためにも会員増
強と退会防止は必須であり、50名目標達成のためにも全
会員が意識を持って行動することが必要であろう。
②管理運営について…昨年の規定審議会での決議事項
によってＲＣも大きく変わろうとしているが、もう一度原
点に戻って、変えても良いもの、変えてはいけないものを
議論し、沼津ＲＣとしての将来像について考える必要が
あろう。

ＳＡＡ� 渡辺　芳彦
　ＳＡＡの号令の基において例会を進めてまいりまし
た。会員からの指摘もありましたが、私自身の言葉だけ
でなく会長のご意向により責任は会長に有りきでありま
す。例会場でのマナー等で、イエローカードの発令もなく
早退に対することも良でした。




