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１ ．7/19（土）地区Ｒ財団セミナー
⇒�野際会長・峯村幹事　2名出席予定
２ ．7/26（日）地区米山記念奨学セミナー
⇒�野際会長・森藤米山委員長　2名出席予定

東君…ホームＣ100％何とか達成できて、ほっとして
います。
野際君…本日は、沼津北ＲＣ横山会長、高橋幹事
がお越しくださいました。
大友君…5年在籍表彰をいただきありがとうござい
ます。態度が大きいのは体格のせいです。
向坂君…誕生日のお祝いありがとうございます。色々
な方々にお世話いただいております。
積君…会長幹事慰労会は欠席させていただきます。
すみません！！
寺田君…ホームクラブ100％表彰していただきました。
ありがとうございます。
渡邉（雅）君…在籍40周年、ホームクラブ100％表彰
ありがとうございます。

2019-20年度　出席表彰
在籍表彰 （2020.7.1時点での満年数）
在籍年数 会員氏名 入会年月日
40 渡邉　雅昭 1979.11. 2

15 野際　宏行 2004.12. 3
實石　　学 2005. 7 . 1

5 大友　保志 2014.11. 7

ホームクラブ出席率100％

地区報告出席率100％

渡邉　雅昭君 (在籍40年)
　例会の出席は義務であると教育され、気づけば40
年経ってしまったというのが実感です。入会の許可を
いただいたのが36歳だったので、自分の人生の半分
以上をＲに在籍したことになり、時の流れを感じます。
　この間、出席率100％維持できたのも健康であった
ということでありますが、ここ数年はホームクラブ
100％も達成できるようになり、日 Ｒ々ライフを楽しん
でおります。今後どのくらい在籍できるかわかりませ
んが、健康が許される内はがんばりたいと思います。

野際　宏行君 (在籍15年)
　2004年12月、亡くなりました母が沼津クラブに入
会させていただいた関係で、小川義次さん・鈴木一
郎さんのご紹介をいただき入会させていただきまし
た。当時の会長は、仕事でも大変お世話になってお
ります渡辺芳彦会長でした。クラブ内では、副ＳＡ
Ａ・鈴木啓司年度に幹事を務めさせていただきまし
た。積先生がＧノミニー時代から地区出向が始まり、
地区での友人も増やすことができました。そして今年
度の大役となりました。今後ともお力添えをよろしく
お願い申し上げます。

實石　　学君 (在籍15年)
　平成17年7月1日に石渡会長にバッジを付けてい
ただき入会してから丸15年が経ちました。スポンサー
は渡邉雅昭君と細澤哲哉君でした。入会当初から
色 な々お役目をさせていただき今年度は副会長を拝
命いたしました。皆様にご迷惑をかけないようにクラ
ブ運営管理をしっかりと確実に進めていきたいと考
えておりますので皆様よろしくお願いいたします。

大友　保志君 (在籍5年)
　山口さんと、今は亡き内田君に誘われて2014年11
月に入会をさせていただきました。当初はＲ用語が
全くわからないので、度々内田君に聞くと、「そんな
ことわかる訳ないだろう」と一蹴されました。こいつは
勢いだけでやっているのだと思い、自分もある意味
では見習いました。最近は森藤さんや實石さんに「偉
そうに」と言われることがありますが、体型の問題だ
と思いますので、これからも優しく見守ってください。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

寺田　　鼎
渡邉　雅昭
石渡　保宣
細澤　哲哉
東　　宗徳
大村　愛美
峯村祐紀子
大石　昭裕

服部哲雄　　實石　学　　野際宏行　　野口陽一
大熊宏幸　　奥村茂春　　大田昭二　　清　マキ
白壁浩之　　勝呂　衛　　渡邉好司　　渡邉真司
山口和一　　山本洋祐　　吉野聖一

臨時総会開催
　7/17（金）例会時、「メークアップに関するク
ラブ定款変更に伴うクラブ細則改正の件」（別
紙）につきまして、臨時総会が開催されました。
　審議は、全員異議なしで可決されました。

　7/26（日）に予定されておりました沼津ＲＣ
親睦ゴルフコンペは、新型コロナウイルス感染
防止の観点と、悪天候の影響で、残念ながら
中止となりました。
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会長挨拶� 会　長　野際　宏行
　皆様こんばんは、本日は今年度初の夜間例会を前会
長・幹事慰労会をメインプログラムとして開催させていた
だきます。
　新型コロナ感染拡大のニュースが毎日報道され、ジワ
ジワと近隣に迫っております。本日の慰労会も開催か中止
か延期か大いに悩みましたが、例年の内容を大幅に変更
し、感染防止の対策を取りまして開催させていただくこと
にいたしました。アルコールのご用意も本日はいたしてお
りませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
　豪雨も熊本・福岡と九州地方に多大な被害をもたらして
おります。被災された皆様にお見舞い申し上げ、一日も早
い災害復旧を願うばかりです。
　2620 地区萩原英生Ｇより、豪雨被害にあわれました
2720地区熊本県・2700地区福岡県への義援金のお願い
がまいりました。当クラブからも義援金をお送りいたした
く、本日と次回例会で各テーブルに義援金集金袋を置か
せていただきます。ご協力をお願いいたします。
　昨日の緊急地震速報にもたいへん驚かされ、頭では理
解しているつもりでしたが、とっさに動くことができません
でした。災害はいつ起こるかわかりません。日頃の準備
の大切さを再認識いたしました。
　今一度、3密を避け、手洗いうがい等新型コロナ感染
予防と併せて災害への準備を心がけてまいりましょう。
他ＲＣ出席 �野際君（7.19地区Ｒ財団セミナー）、勝呂

君・横溝君（7.21 沼津北）、小林君（7.23
沼津西）、奥村君（7.27富士宮）、野際君・
峯村君・山本君（7.30沼津西）

欠席者（10名）
道前君、今田君、小林君、髙地君、
楠木君、三好君、村上君、積君、
勝呂君、渡邉（秀）君
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8月7日（金）
　会員卓話「コンクリートについて」
� 会　員　　大熊　宏幸君

会員誕生日　髙原　敏廣君

8月14日（金）　祝日週休会
8月21日（金）
　会員卓話�「勝っても取れないことがある」
� 会　員　　山本　洋祐君
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１ ．7/19（土）地区Ｒ財団セミナー
⇒�野際会長　1名出席
２ ．7/26（日）地区米山記念奨学セミナー
⇒�悪天候・コロナ感染状況により中止
３ ．7/26（日）沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ
⇒�悪天候・コロナ感染状況により中止
４ ．8/1（土）・2（日）2020-21年度インターアクト年次大
会は中止
５ ．2020年7月豪雨災害（熊本・福岡）へのご支援のお願
い ⇒卓上に集金袋を設置、ご協力をお願いいたします
６ ．会員名簿情報確認のお願い

7月合計　55,000円
東君…本日の慰労会の開催に当たり、ご苦労いただきま
した。本当にありがとうございました。
石川君…先般の母の通夜・葬儀に多くの皆様の弔問をい
ただき、ありがとうございました。コロナ禍の中、無事
葬儀を終えることができました。
小林君…東前会長、渡邉前幹事、1年間お疲れさまでし
た。本日は慰労会に出席できず申し訳ありません。
清君…28日に長女に2番目が産まれました。4代続いて我
が家は女しか産まれません。
寺田君…東前会長・渡邉前幹事、お疲れさまでした。野
際会長・峯村幹事、今年度の成功を祈ります。
渡邉（好）君…1年間、皆様には本当にお世話になりあり
がとうございました。
渡邉（雅）君…東前会長、渡邉前幹事、1年間ありがとう
ございます。
吉野君…第26期生としてドローンスクールに入校し、上
空から駿河湾を見て感動しました。清マキさんに感謝し
てます。

前会長・幹事労いの言葉 細澤　哲哉君
　東会長、渡邉幹事1年間ご苦労さまでした。会長、幹
事の仕事は年度の約半年前から準備が始まります。昨年
は私も同じＭテーブルで毎週二人の打ち合わせの様子
を見てまいりましたが、準備の段階から二人の息はピッタ
リで安心して東会長にバトンを渡すことができると確信
しておりました。実際、第一例会より東会長は堂 と々会
長の職を務められ、少しやきもちを焼いたりしたことを思
い出します。地区大会でも、ステージの上から堂 と々笑
顔で大きく手をふる東会長の姿を思い出します。年度の
前半は日々のクラブ運営に追われ、あっという間に過ぎ
ていき、後期になってやっと落ち着いて自分のやりたい
運営ができる時期になるはずでしたが、昨年度は新型コ
ロナウイルスの関係で、3月より長期にわたり例会を休会
にせざるを得ない状況となってしまい、当初の行事を消
化することができずに、東会長にとっては誠に残念な1年
になってしまったことだと思います。このような経験は過
去に誰も経験したこともなく、周囲の状況は日々変化し
ながらも終息の目途は立たず、その間は地区の行事もす
べて中止になるなど、地区からの情報も充分には得るこ
ともできず、日々のクラブ運営にご苦労された日々をお過
ごしだったと思います。
　周辺のクラブも同様に日々のクラブ運営に危惧してい
る最中、東会長の的確な判断の下、クラブ例会の中止
や再開の時期、例会運営の方法など沼津クラブの動向は
周辺のクラブの道標となり、沼津クラブの存在を改めて
示す良い機会となりました。改めて東会長の指導力に敬
服いたします。そして東会長を支えクラブ運営の実務を
担ってこられた渡邉幹事にも感謝いたします。クラブ運営
を円滑に行うためには、幹事の手腕によるところが大き
いと思いますが、渡邉幹事は東会長の陰で黒子に徹しな
がらも、会長の意図を理解し的確に会員に周知する能力
は見事なものがありました。日々の例会においても渡邉
幹事のきめ細やかな配慮により安定した楽しい例会を
過ごすことができました。
　改めて1年を振り返りますと、沼津クラブの長い歴史の
中でも記憶に残る1年だったと思います。お二人の努力が
あったからこそ無事に乗り切ることができたのだと思い
ます。1年間誠にありがとうございました。

◆第2回定例理事会
　2020.7.31（金）17：00～　出席者12名
【報告事項】
１�．2020年7月豪雨災害（熊本・福岡）への支援について
の件　⇒7/31・8/7例会にて卓上募金をお願いする

【議事】
１．8月例会プログラムの件　承認

8月14日 祝日週休会

8月21日 会員卓話「勝っても取れないことがある」
会　員　　山本　洋祐君

8月28日 外部卓話「自転車振興に関する
スルガ銀行の取り組みについて」
スルガ銀行㈱営業本部
アシスタントマネージャー　　田原　ゆみ様

9月4日 地区会員増強・維持セミナー報告
会員増強委員長　　渡邉　秀一君

２．次期会長指名委員会の件　⇒9月末に発表予定
３ ．ＲＩ第2620地区2023-24年度Ｇ候補者推薦の件
⇒該当者無し
４．髙原敏廣君入会の件
⇒�所属：出席、緊急連絡Ｇ：B-3、会員増強Ｇ：1組
⇒�8/7（金）入会式、Ｒバッジの贈呈式は行う、Ｒ情報掲
載に際し新入会員として扱う
５．7/31（金）慰労会　余剰金の件
⇒�アルコール提供無しによる差額を2020年7月豪雨災害
支援として募金に上乗せし送金する
⇒�余剰金は一旦本会計に戻して改めて支援金として出
金する
６．その他
野際会長より：新型コロナウイルスの第2波が拡大中と思
われますので、休会の検討や諸事判断など緊急を要する
協議をお願いすることが想定されますので、よろしくお願
いいたします。
清君より：以前ゲストで来ていただいた東海バスの社長
よりコロナ禍により事業が多忙を極めているので入会を
見合わせたいとの連絡がありました。

理事会だより

ロータリーの標語　超我の奉仕

前会長・幹事慰労会（夜間例会）




