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会長挨拶� 会　長　野際　宏行
　皆さんこんにちは、本日は、本年度最終の例会です。壇上
で挨拶をさせていただくのも本日が最後です。皆様への御礼
の挨拶は、後ほど退任あいさつで述べさせていただきます。
　本日は、マスクについてお話をさせていただきます。コロナ
禍の影響でマスク着用が常識になり、一時期マスク不足で確
保することも難しい時もありましたが、現在は素材、色、デザイ
ンなどある意味ファッションや個性を表現するアイテムになっ
てきたようにも思えます。コロナ対策の常識になったマスク着
用も、マスクを付けることによって、人との会話では、顔を見
ながら話をしていても口元が隠され相手の表情が判り難くな
るという問題があります。相手が笑っていても、口元が見えず
目だけ見えている状況では、その人の表情が解らずにコミュニ
ケーションが難しいと感じる経験をお持ちの方は多いかと思
います。私の仕事もそうですが、接客する際は特に相手に自
分の笑顔が伝わるように最近は心掛けています。マスクをして
いるから、顔が隠れているからと安心していると笑顔の回数も
自然に減ってしまいます。意識してマスクの下でもしっかり口
角をしっかり上げて、笑顔を作ることで表情筋が鍛えられて若
さを保てるかもしれません。同時に話し方も大きなポイントで
す。マスクをしていると声がこもってしまい、相手に上手く聞
き取って貰えない事も多いいようです。マスクをしていない状
態での話し方から少し意識を変えるだけで聞き取り易くなるよ
うですし、声のボリュームと声のトーンを少し上げ上げて少し
ゆっくりめに話すとコミュニケーションがとりやすくなります。
頷く仕草を意識して行うことで好感度をＵＰできると思います。
また、「目は口ほどに物を言う」「目は心の窓」と言われるよう
に、眉と目で伝える表情にも大切な要素だと思います。バック
シャンならぬマスクシャン、還暦の爺ですが、ハッとするお客
様が来店するとテンションが上がります。そして、これからの
季節に気を付けたいのが日焼けです。マスクイケメンも、マス
クを外したら日焼けの跡が…では、恰好がつきません。マス
クの日焼け対策も忘れがちな要素です。マスクを付けている
と約2割の酸素が減るそうですし、体感の熱さも倍増します。
マスクと良い関係で、来月の新年度を迎えたいと思います。
ビジター �杉山　栄一君（沼津北）
他ＲＣ出席 �吉野君（6.19ＲＬＩパートⅢ）、細澤君・實石君・

積君・渡邉（真）君・山口君（6.19米山梅吉記念
館運営委員会）

欠席者（8名）
今田君、楠木君、三好君、望月君、
野口君、勝呂君、寺田君、渡邉（好）君
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7月2日（金）
　正副会長・幹事就任挨拶

結婚記念日　　大石　昭裕君

7月9日（金）
　第1回クラブ協議会（30分延長）
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会長退任挨拶

 会　長　　野際　宏行

正副会長・幹事　退任挨拶正副会長・幹事　退任挨拶

　会員各位のお力添えをいただきまして、本年度の最終
例会を迎えさせていただきましたことを、まずもって御礼
申し上げます。そして峯村幹事のサポートがなければ、今
日が迎られなかったと思います。ありがとうございました。
　長いようで、今思えば短くも感じる1年間でした。今年
度は、5年に1度の当たり年、他クラブの周年行事が集中
する年です。コロナの影響で各クラブの行事が縮小や中
止になり親クラブとしての原稿は2つ、出席も2クラブと少
し楽をさせていただきました。
　思い返せば、6年前にクラブ研修リーダーの渡邉さんよ
り会合に出るようにお話をいただきまして、会長を務めさ
せていただく年度が大枠で決まりました。実は一昨年、伝
統ある沼津クラブの会長は、荷が重く責任も重大です
し、私ごときが務まるお役ではない上、仕事のこともあ
り、会長職は無理があると思いまして、お断りをして退会
しようかと考えた時期もございましたが、諸先輩からの
温かいお言葉をいただきまして、お役を受けさせていた
だく決心をいたしました。昨年の1・2月と次年度の準備
が本格化する中、新型コロナ騒ぎが発生いたしまして今
年度は、コロナ一色の年度でした。ＰＥＴＳ・地区協な
ど新年度に向けた地区行事も中止となりました。当時
は、オンラインの環境などない状況で、新年度へのカウ
ントダウンは進んでおり、大変焦りました。峯村幹事・鈴
木事務局との連絡もメールで毎日何度もやり取りをして
はおりましたが、地区の方向性が見えず、理事・役員を
はじめ各委員長さん方との連携もままならず、ご心配をお
掛けした場面も多 あ々ったかと思います。鈴木事務局か
ら例年の資料などもらい、峯村幹事と、できるところか
ら1つずつ片づけていくという状況でした。
　今年度のテーマを「ロータリーに親しむ」とさせていた
だき新年度を迎えたわけでございます。コロナ感染拡大
防止のために、人と人の接触を減らすという厳しい状況
の中、クラブ内での感染を避けると同時に会員皆さんが
コロナに感染することなく、できる範囲でのＲ活動を進
めていただくことが最大の目標に変わりました。お1人の
感染者もなく、お元気で本日を迎えることができ、安堵
いたしております。ただ心残りなことは、東京在住の村上
君が、現在も感染拡大防止のために休会するという心遣
いをしていただいているということです。会長として本当
に申し訳なく思っております。今後、例会の開催方法も
伝統を重んじつつも変化が求められているのではないで
しょうか。理事会でも議題にのぼっておりますので、ハイ
ブリッド例会や、ZOOMでの外部卓話など、實石年度へ
引き継ぎ、順次実施されていくことと思います。
　今年度、特に心掛けていたことは、クラブ資料の共有
化でした。コロナ禍は、今までに経験のない初めてのこ
とばかりでした。峯村幹事や事務局とのやり取り、作成
資料・作成文書などできる限り事務局に送って保管いた

だきまして次年度以降何かの資料になればと鈴木事務
局にお願いいたしました。
　今年に入り、3か月にもわたる臨時休会、例会がクラブ
活動の基本と教わってまいりましたので、会員の皆さん
との繋がりが大きな問題でした。峯村幹事と相談して、Ｆ
Ｂ・メール・FAXでメッセージをお送りしたり、祝いの品
を宅急便でご自宅に届けたり新たな試みをいたしました
が、従来の対面式の例会の限界も痛感しました。
　そのような状況の中でも、各委員会におきましては委
員長を中心に各委員会が、コロナに対応した最善の活
動を続けていただくことができました。ＳＡＡの細澤委
員長、野口副ＳＡＡには、毎例会一番会場入りして準
備を整えていただいたお陰で円滑な例会運営ができま
した。出席・親睦委員会におきましては、受付作業を当
番化して人員配置の効率化を進めていただくとともに、
クラブの顔として大変気持ちの良い受け入れ態勢を整え
てくださいました。大石出席委員長はじめ委員の方には、
感染予防のための検温・手指消毒等の徹底をしていただ
きました。渡邉（真）親睦委員には、クラブ行事に対し
先々にと企画をお立ていただき、コロナ禍で部活動の発
表の機会がない高校生を何とか元気づけたいと、クラブ
行事で発表の場を設けることに尽力いただきましたが、
実現できず申し訳ありません。次年度以降、地域の学生
とのコラボが実現することを楽しみにいたしております。
太田会報委員長にも、1人委員会になりましたが原稿手
配等滞りなく週報を発行できました。大熊プログラム委
員長には、事細かに対応いただきまして外部卓話を含め
多彩なプログラムを構成いただきました。臨時休会に伴
うスペシャル外部卓話者への対応などご面倒をお掛けし
ました。クラブ内・外部を問わずきめ細やかな依頼・案
内・礼状等メールで共有させていただき、大変勉強にな
りました。上田広報委員長には、昨年度より運用を開始
いたしましたＦＢを常に更新していただき、例会後仕事
場につく前には、当日の例会がＵＰされているという具
合に臨場感をもって更新いただきました。東Ｒ情報委員
長とは、先般大石君の入会時前のオリエンテーションで
同席させていただきました。当日の資料は、今後Ｒ情報
の重要な参考資料として独断で事務局と共有させてい
ただきました。お許しください。渡邉（秀）会員増強には、
就任あいさつでお話いたしました通り「各会員1年に1人
例会にゲストをお連れする」ことを皆様にお願いしており
ましたがコロナで叶わず、出番がない年となってしまいま
した。余ったエネルギーは、次年度、副幹事とは別に会
員増強で発散していただきたいと思います。渡邊（洋）青
少年委員長には、沼商さんと桐陽さんとなかなかコンタク
トが取れない中、千本を良くする会で沼商の生徒さんと
の共同清掃セッティングなどコロナで難しい中お骨折り
いただき有難うございました。今まで以上にクラブとの連
携が一層深められていくと思います。三好職業奉仕委員
長・山本社会奉仕委員長にもコロナ禍でもご尽力いただ
きましたが、活動に支障を来す結果となり心苦しい限り
です。また石川Ｒ財団委員長、森藤米山委員長にもご
尽力いただき、例年以上の浄財を会員からいただくこと
ができました、感謝いたしております。
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副会長退任挨拶

 副会長　　實石　　学

幹事退任挨拶

 幹　事　　峯村祐紀子

　就任あいさつの折に「お役や人を育てる」などと申しま
したが、身の丈を超える会長というお役をいただいたも
のですから、及第点をとれたかどうかはわかりませんが、
この 1年貴重な経験をさせていただきまして任期を満了
させていただくことができました。理事・役員、会員各
位のご理解とご協力を賜りましたこと、峯村幹事のサ
ポート、鈴木事務局、リバーサイドホテルの皆様のお力
添えに厚く御礼申し上げ、退任のあいさつとさせていただ
きます。ありがとうございました。

　野際会長、峯村幹事、お疲れさまでした。副会長に
就任し会長を補佐しクラブ運営を円滑に進める役割を
担ったわけですが、1年間を振り返ると各委員会の小委
員長さんや委員の皆様の努力により無事終わることがで
きましたが、今期が始まってから段 と々次期の準備等に
追われてしまい、私自身は満足のいく役目ができたとは
言い難い気がしております。また行先不透明のコロナ禍
の状況での野際会長、峯村幹事の役目はとても大変なこ
とだったと思いますし、各行事も中止や延期になりお2人
にとっても残念な1年間だったのではないかと感じており
ます。次年度もまだコロナ禍の状況は続くのではないか
と思いますが、今期の対応を参考にさせていただきス
ムーズなクラブ運営ができるように努力していきたいと思
います。さらにＲの基本はやはり例会にあるのではない
かと思いますので、この例会が十分に機能し各会員が気
持ちよく出席し活動できるよう試行錯誤しながら進めて
いきますのでよろしくお願いいたします。
　会員の皆様、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1年間本当にありがとうございました。

　野際会長1年間お疲れ様でした。また、会員の皆様に
は温かく見守っていただきお力添えのお陰をもちまして
任期を全うできましたことを感謝申し上げます。コロナに
始まりコロナで終わるような1年で、今年度のクラブの活
動方針である「ロータリーに親しむ」には程遠い例会に
なってしまいました。歴代の幹事の仕事ぶりを振り返りま
すと、会長を支え、年間事業計画、予算書の作成など
幹事が中心に動かれていたと思います。それに引き換え
野際会長の頭を悩ませることばかりで、最初の幹事挨拶
で「これからは会長の敷かれるレールの前の小石を払い
諸事を進めます」と啖呵を切ったことが恥ずかしい限り
です。野際会長にご苦労をお掛けしたと誠に申し訳なく
思っております。クラブの定款変更に伴う細則の改正にお
きましては山本君にご苦労お掛けし、プログラム委員長
の大熊君には予定外の変更、時間の調整、折角の段取
りをつけてくださった外部卓話も中止となり、本当に残
念でした。ぜひ、次年度に引き継いでいただきたいと思
います。Ｇの途中交代、各事業の延期、開催方法の変
更など、異例尽くしで皆様には「ロータリーに親しむ」はど
のように感じられたかわかりませんが、このような経験も
中 な々いものだと任期を前に顔が緩みます。幹事の役を
通して皆様の底に秘めた指導力や統率力を改めて感じま
した。そして最後になりますが、事務局の鈴木さん、適
切な判断で資料も出していただきその働きには本当に助
けられました。ありがとうございました。70周年を迎えま
す實石年度には、この伝統ある沼津ＲＣとして必ずや大
業が果たせますように祈念申し上げます。

第２回クラブ協議会 ❸
奉仕プロジェクト リーダー　　大村　愛美

　コロナ禍で行事の中止が相次ぎ、奉仕活動の制限を
受ける状況が続きました。新しい生活様式に合った奉仕
活動を模索するという年初の計画でしたが、思うような
結果を出せず残念です。10 月の千本清掃にはＩＡＣを
含め多くの方にご参加いただき、コロナに負けないＲの
精神を見た思いでした。4月から米山奨学生の世話クラブ
となり、奉仕活動の幅も広がりそうですので、次年度に
期待したいと思います。ご協力ありがとうございました。
財団プロジェクト リーダー　　山口　和一

　Ｒ財団には、年次基金・恒久基金・ポリオプラス基金、
Ｒ米山記念奨学会には、普通寄付金・特別寄付金があ
ります。沼津ＲＣの多くのメンバーの寄付16,000円が特
別寄付金に入れられていますので、次年度以降検討する
必要があります。財団への寄付金は、全世界で生かされ
ています。今後ともご協力の程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
　コロナ禍の影響で、事業推進にも多くの支障をきたし、
「クラブ・リーダー会議」は開催できなかった。近年、会
員増強も期待できず、クラブ運営は厳しくなっているとい
う現状を踏まえ、会員の皆様の率直な意見を伺い、今後
のクラブ運営の参考にしたいと、12/18 の団欒例会を利
用しクラブ運営・活動に関するアンケート調査を実施、集
計結果を正副会長・幹事および会長予定者に配布した。
Ｓ・Ａ・Ａ 細澤　哲哉

　コロナ禍で例会が長期休会になり、開催後も変則的な
形式での例会となり大変ご迷惑をおかけしました。親睦
を十分にはかれず残念でしたが、ご理解をいただき滞り
なく例会を開催できました。ありがとうございました。最
後に、例会開催にあたり十分なご配慮をいただきました
沼津リバーサイドホテルの皆様に感謝申し上げます。
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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１�．6/27（日）ロータリアンとＩＡＣ顧問先生との連絡
協議会（Zoom）
⇒峯村君・桐陽高校顧問先生　2名出席予定
２�．2020-21 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　44,219円
東君…ちょうど1年前を思い出します。野際会長、峯村
幹事、1年間ご苦労様でした。次年度に無事にバトンが
つながりほっとしていると思います。
細澤君…野際会長、峯村幹事、コロナ禍の1年、大変ご
苦労様でした。
石川君…野際会長、峯村幹事、コロナ禍の中大変でし
たが、1年間ご苦労様です。
實石君…野際会長、峯村幹事、1年間ご苦労様でした。
来週からがんばります！�鈴木事務局、リバーサイドホテ
ルスタッフの皆さんもありがとうございました。
峯村君…野際年度最終例会となりました。お疲れ様でし
た。皆様のご協力に感謝申し上げます。
森藤君…会長、幹事1年ご苦労様でした。しばらくゆっ
くりしてください。實石さん、大友君ガンバレ！
村上君…長らく出席免除でご迷惑をおかけしました。会
長・幹事、お疲れ様でした。私は来週火曜にワクチンを
打つことになりました。
野際君…今年度、最終の例会を迎えることができまし
た。皆様のお力添えに御礼申し上げます。
大熊君…野際会長・峯村幹事、大変な世相の中、1年間
お疲れ様でした。コロナ禍で皆様になかなか満足のでき
るプログラムを提供できず、すみません。それでも1年ご
協力ありがとうございました。
大村君…野際会長・峯村幹事、1年間お疲れ様でした。
大友君…野際会長・峯村幹事、1年間お疲れ様でした。
私も来週よりがんばります。
積君…会長・幹事さん、コロナ禍の1年間お疲れ様でした。
渡邉（雅）君…野際会長・峯村幹事、コロナ禍で大変な
1年間お疲れ様でした。
渡邉（真）君…①野際会長・峯村幹事、1年間お疲れ様で
した。会長の話、楽しかったです。②1年間、親睦活動
にみなさんご協力ありがとうございました。
山口君…野際会長・峯村幹事、1年間ご苦労様でした。

◆第13回定例理事会
　2021.6.25（金）13：30～　出席者15名
【議事】
１．渡邉好司君退会の件　承認

◇
◆第1回定例理事会
　2021.6.25（金）13：30～　出席者15名
【報告事項】
１．2021～2022年度上期会費納入お願いの件
⇒7/2ポストイン予定
２．2021～22年度ソングリーダーの件
⇒別紙（横溝君、小林君、渡邉（真）君、上田君）
３�．例会食の件　⇒毎月第1と第3例会は100万ドルの
食事（通常の食事に戻り次第）
４．夏祭り中止によりクリーン作戦中止
５．クラブホームページ更新の件　⇒例年通り
６�．事務局ＰＣウイルス対策ソフト更新の件
⇒�3年更新・税込み7,480円
【議事】
１．7月例会プログラムの件　承認
7月9日 第1回クラブ協議会（30分延長）
7月16日 出席表彰
7月23日 祝日休会
7月30日 前会長・幹事慰労会（通常例会）
8月6日 会員増強維持セミナー報告
２．前会長・幹事慰労会（7/30（金）12：50～）　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。承認

４．役員代行順序の件　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
⇒�副会長→公共イメージ向上リーダー→青少年委員長
→職業奉仕委員長
⇒�副幹事→会員増強・職業分類委員長→親睦委員長→
出席委員長
５�．Facebook運用方法の件　⇒委員内で大村常任委
員長の指導の下、順番を検討。承認
６�．9/5（土）柿田川湧水地清掃の件　⇒沼津柿田川Ｒ
Ｃより正式な案内が来次第連絡。承認
７�．ポリオ撲滅合同街頭募金活動の件
⇒日程確定次第案内。承認
８�．食事時間の件
⇒例会終了後に統一（お持ち帰り、お食事）。承認
９�．コロナ禍でのＭＵの受け入れについて　⇒お弁当
無しはビジターフィー無料、お弁当有りはビジター
フィー￥2,500（2日前までに事務局まで申込）。承認
10�．ハイブリッド例会の件　⇒出席免除者の内コロナ
禍で県を跨いでの移動制限がある方を対象に、Zoom
で60%以上の参加で出席扱いとする。他クラブよりの
Zoom参加は認めず、Zoom参加の場合は画面に顔出
しを条件とする。承認
11�．パソコン、webカメラ、Zoomソフト（1年間）購入の
件　承認

12�．70周年事業の日程変更に関する件
⇒3/5（土）開催。承認
13．その他
①�満テーブル景品（ポケットティッシュ）の件　承認
②�森藤君出席免除の件　普段関東エリアで仕事をして
いる関係もあり例会への出席を自粛したいとの申し出。
承認
③�渡邉好司君退会に伴い、副ＳＡＡを大村君へ、ソン
グリーダーを小林君へ依頼。承認

理事会だより




