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イニシエーションスピーチ

� 会　員　　大石　顕志君

卓 話

１．例会変更のお知らせ
沼 津 西…6/30（木）は休会
富士山吉原…6/30（木）は夜間例会（会長幹事慰労会）
２�．6/10例会外部ゲスト（会員候補者）のクラブ入会関
心度合い確認のお願い　⇒紹介者はじめ会員各位の
きめ細かいフォローをお願いします

實石君…先週の水野様の特別例会、会員および実行委
員会の皆様ありがとうございました。とても良いお話をい
ただきました。
野際君…次期理事委員長の皆様にはお世話になりあり
がとうございました。
清君…お誕生日のお祝いありがとうございます。バランス
感覚でがんばる1年にしたいです。
楠木君…妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
大石（顕）君…本日はイニシエーションスピーチをさせて
いただきます。よろしくお願いいたします。

　野村證券沼津支店の大石顕志です。昨年5月ＲＣに入
会させていただきました。
　昭和50年5月に京都市で生まれました。父親の仕事の
関係で1歳の時に東京に移り、小学校6年生で京都に戻り
ました。洛南高校から浪人を経て神戸大学に入学しまし
たが、大学入試センター試験が終わった2日後の1995年
1月17日阪神淡路大震災が起こりました。私が住んでい
た京都の被害はそこまでではありませんでしたが、入学
を目指していた神戸は大変なことになっておりました。受
験は神戸に向かえる状態ではなかったので、大阪大学で
受験することとなりました。合格し、入学式で震災後初
めて神戸に向かいました。電車バスを乗り継ぎながら大
学までたどり着きましたが、変わり果てた街に言葉が出
ませんでした。そこから「がんばろう神戸」を合言葉に奇
跡の復活を目の当たりにすることができました。留年を経
て2000年に野村證券に入社いたしました。大学時代に知
り合った妻と2003年に結婚し、現在は妻、高校2年の息
子、中学1年生の娘の4人家族で神戸市に在住しておりま
す。入社後は東京北千住、札幌、津、水戸、名古屋、沼
津と転勤をしてきましたので、幼少期から数えると13回
の引っ越しを経験しております。どの町も住めば都で風
土、食べ物などそれぞれの個性、魅力を見つけてきまし
た。今は沼津を中心に静岡東部の地域を満喫しておりま
す。仕事としては主に金融機関や学校法人、自治体など
の運用提案などを行ってきました。従いまして債券を中心
とした運用を長くやっておりました。
　次に野村證券と地域の関わりについてずっと続けてい
る金融経済教育をご紹介します。90年代から小学校から
大人まで寄付講座や出張授業、セミナーなどを数多く行

ってきました。Well-beingを実現するためには金融リテ
ラシーの向上は欠くことができません。人口減少や経済
成長率低迷が続く中で社会経済環境も変化してきており
ます。今年から成年年齢の引き下げや高校の家庭科で金
融経済教育が始まることとなりました。日本経済の発展、
地域の発展に向けて、学校関係、法人・企業、地域の
皆様へ金融経済教育を通じて行っていきたいと思います。
　沼津に来て1年以上が過ぎました。コロナも落ち着きを
見せ始めており、恵まれた環境である当地をますます楽
しんでいきたいと思います。まだまだ若輩者ではござい
ますが、少しでもお役に立てるよう努力して参りますの
で、引き続きご教導いただきますようよろしくお願いいた
します。
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　正副会長・幹事就任挨拶
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　皆さんこんにちは、本日最後の会長挨拶となりました。後
程、退任挨拶をさせていただきます。
　今申し上げたように、会長挨拶も、退任挨拶を残し最後に
なりました。振り返りますと、会長年度が始まって最初に思っ
たのは、会長挨拶の事でした。歴代の会長の挨拶を、今まで
15年以上聞いてきましたが、毎回仕事の話をする会長や、ご
自身の趣味の話を毎回する会長、色 な々話をするが最後は私
の事で、オチをつける会長と様々でしたが、皆さん挨拶が上
手で、流石だな、これは困ったなと思いました。やはり、人前
で何かを話す事、更に言う内容まで自分で考えるという事は
慣れていない人や、やったことのない人にとっては大変な試練
だと思いました。私もそうでした。今まで色 な々お話をさせて
いただきましたが、満足のいく話は中々できなかったなぁと思
っております。私は心配性のところがあるため、挨拶文を毎回
2か月くらい前から用意し、前日に修正し当日を迎える、とい
った具合にしてきました。然しながら、日程がずれたり、時節
に合わなくなったりして、没原稿になることもありました。又、
話の中にちょっとずつ面白いことを言おうと画策し、話に混ぜ
てきましたが、ことごとく不発に終わりました。落語家の後援
会などもしておりますが、人を笑わせる難しさを肌身に感じ、
笑いは落語家に任せ、今後はもうするのは止めようと思ってい
ます。例会の大事な時間に、つまらない話を沢山してしまい反
省しておりますが、私にとっては良い経験の一つとなりました
し、終わりを迎え、ほっとした感覚も味わうことができました。
次年度から女性の会長が暫く続く予定です。新しい雰囲気の
中、素晴らしい会長挨拶が聞けるのではないかと期待をして
います。会長挨拶という機会をいただいたことに感謝申し上
げ、お礼を言いたいですが、私にはあまり向いていないことに
気が付きましたので、今後クラブでは、会長ではなく別の役
で活躍をしたいと思いますので、皆様宜しくお願いいたします。

米山記念奨学生 �マドマン・ソピダ君

ビジター �杉山　栄一君（沼津北）
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 会　長　　實石　　学

正副会長・幹事　退任挨拶正副会長・幹事　退任挨拶

　会長退任挨拶をさせていただきます。先ずもって無事
に沼津ＲＣ第70代会長を務めることができましたことを、
会員各位に感謝申し上げますとともに、1年間にわたり、
一丸となってクラブ運営をしていただいた、理事をはじ
め、各常任委員長、委員長、委員の皆様、清副会長、
大友幹事、渡辺副幹事、沼津ＲＣ創立70周年特別例会
実行委員長の山口さんと委員会の皆様、鈴木事務局員、
ホテルスタッフの皆様に、改めて感謝申し上げます。誠に
ありがとうございました。
　2021～2022年度シェカール・メータＲＩ会長の今年度
テーマは「SERVE TO CHANGE LIVES」（奉仕しよ
う　みんなの人生を豊かにするために）でした。
　「奉仕とは自分がこの地上に占める空間に対して支払
う家賃です」「ロータリアンが奉仕し続けるのは、人々の
人生を豊かにしたいという願いからです。奉仕するとき、
誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊かになります」と
の思いを込めたテーマでした。また、シェカール・スピー
チのキーワードは「もっと成長しよう」「もっと行動しよう」
ということで、「Ｒ奉仕デー」の実施を焦点に掲げられま
した。我がクラブでもこのテーマに従い、また、小林聰
一郎地区Ｇや、太田義隆地区Ｇ補佐の指導の下、色々
なセミナーや会議に参加し、各担当委員にもご協力をい
ただき「Ｒ奉仕デー」の開催も、企画をいたしましたが、新
型コロナウィルス蔓延防止のため中止となりました。開催
準備をしていただいた委員会の皆様、ありがとうござい
ました。また、小林年度の地区大会も予定が延期され、
5月に開催され多くの会員に参加をしていただきました。
　今年度の私のテーマは「快適なクラブ活動」と、目標を
立てましたが、コロナの影響もあり、例年と違った運営
をしなければならず、対応に追われ、思うような運営が
できませんでした。例会開催に関しましては、事業計画
で42回の開催予定でしたが、年度が始まって間もなく、7
月の終わりから9月いっぱいまで緊急事態宣言が発令さ
れ、年が変わってすぐ、1月の終わりから3月いっぱいま
で、再び緊急事態宣言が発令され、任期中2回の緊急事
態宣言により、例会は17回休会となりました。然しなが
ら、休会が決まってから暫くして、このまま休会を続けて
いると、会員相互の親睦がなくなり、Ｒ活動もできず、Ｒ
から気持ちが離れていく感じを受け、出欠義務のないオ
ンラインによる特別例会を、幹事やＳＡＡの協力で10回
開催をいたしました。たくさんの会員に参加をいただき、
例会のリアル開催と同じような雰囲気で、皆様の顔を見
ることができ、親睦を深めることができました。結果、例
会の休会は7回に抑えることができ、任期中の例会開催
は35回となりました。
　他のクラブの活動については、Ｒ財団地区補助金事業
として、社会福祉法人共生会様に医療機器の贈呈を行う
ことができました。又、奥村会員のご協力で、松風荘様
に大型テレビの贈呈もさせていただき、引き続きの支援
を考えております。更に今年度は米山記念奨学生のカウ

副会長退任挨拶

 副会長　　清　　マキ

　實石会長、大友幹事、一年間お疲れさまでした。コ
ロナ禍で、例会ができなかったり、特別例会としてオンラ
インで開催したりとその対応に大変だったと思います。
　現会長幹事は最強のＡ型コンビでした。血液型がすべ
ての性格を表すわけではありませんが、几帳面という点
ではこのコンビにまさる会長幹事はいないと思います。
　實石会長とは入会が3か月しか違わないので16年の長
きにわたる友人としていろいろなことを相談してきました。
そのたびに「俺はこう思うけどな」「それはやめたほうが
いいんじゃないかなあ」と、決して自分の考えを押し付け
ることなく、相手を否定しない言い方をする人で、いつも
その人間的な容量の大きさを感じていました。
　また大友幹事はその大きな体に似合わず、箱の4隅ま

ンセラーを引き受け、大村会員がその任を担当していた
だきました。奨学生のマドマン・ソピダさんは、タイ国か
らの留学生で、英語中国語も堪能で、日本語も上手に
話し、日本への理解も深く、今後の日本とタイの懸け橋
となることを期待しております。
　又、今年度の最大事業でありました、「沼津ＲＣ創立
70周年記念特別例会」は3月5日に開催予定でしたが、新
型コロナまん延防止のため中止となりました。然しなが
ら、特別例会実行委員会の皆様のご努力により「70 年
史」の発刊、「千本をよくする会絵本」の作成、「（公益財
団法人）米山梅吉記念館への基金贈呈」を行うことがで
きました。更に記念講演をしていただく予定でした、積
ＰＧの同期Ｇであります水野ＰＧの講演を、特別例会
の卓話として拝聴することができました。水野ＰＧには
改めて感謝申し上げます。
　本年度のクラブ活動はコロナ禍の為にできなかったこ
とや、そんな中でも開催できたことがあり、例年と違う運
営でしたが、様々な形での例会や理事会の開催、地区
においてもＩＴ活用によるセミナーや会議を経験させて
いただき、次年度や、これからのクラブ運営に引き継ぐ
ことができました。
　沼津ＲＣに在籍させていただきましてから、様 な々委
員会や役員をしてきましたが、この会長という立場は、今
までと違う役目でした。地区や、幹事、事務局からの連
絡やメールが頻繁に行き来し、それに対し、自分だけで
なく、理事や会員の判断も仰ぎつつ、素早い対応を迫ら
れる。コロナ禍に関係なく、日々のできごとでした。又、
全会員が迷うことなく、例会や地区行事、奉仕活動がで
きるようなクラブ運営をしなければなりませんでした。
　1年を振り返り、反省点や、会員の皆様にご迷惑をお
かけしたことも、たくさんございましたが、何とか会長の
役目を、終えることができました。改めて関係各位に感
謝申し上げます。
　今年度の経験を、清次期会長に引き継ぐとともに、次
年度の活躍を期待して、会長を退任させていただきます。
皆様ありがとうございました。



― 2 ―

会長退任挨拶

 会　長　　實石　　学

正副会長・幹事　退任挨拶正副会長・幹事　退任挨拶

　会長退任挨拶をさせていただきます。先ずもって無事
に沼津ＲＣ第70代会長を務めることができましたことを、
会員各位に感謝申し上げますとともに、1年間にわたり、
一丸となってクラブ運営をしていただいた、理事をはじ
め、各常任委員長、委員長、委員の皆様、清副会長、
大友幹事、渡辺副幹事、沼津ＲＣ創立70周年特別例会
実行委員長の山口さんと委員会の皆様、鈴木事務局員、
ホテルスタッフの皆様に、改めて感謝申し上げます。誠に
ありがとうございました。
　2021～2022年度シェカール・メータＲＩ会長の今年度
テーマは「SERVE TO CHANGE LIVES」（奉仕しよ
う　みんなの人生を豊かにするために）でした。
　「奉仕とは自分がこの地上に占める空間に対して支払
う家賃です」「ロータリアンが奉仕し続けるのは、人々の
人生を豊かにしたいという願いからです。奉仕するとき、
誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊かになります」と
の思いを込めたテーマでした。また、シェカール・スピー
チのキーワードは「もっと成長しよう」「もっと行動しよう」
ということで、「Ｒ奉仕デー」の実施を焦点に掲げられま
した。我がクラブでもこのテーマに従い、また、小林聰
一郎地区Ｇや、太田義隆地区Ｇ補佐の指導の下、色々
なセミナーや会議に参加し、各担当委員にもご協力をい
ただき「Ｒ奉仕デー」の開催も、企画をいたしましたが、新
型コロナウィルス蔓延防止のため中止となりました。開催
準備をしていただいた委員会の皆様、ありがとうござい
ました。また、小林年度の地区大会も予定が延期され、
5月に開催され多くの会員に参加をしていただきました。
　今年度の私のテーマは「快適なクラブ活動」と、目標を
立てましたが、コロナの影響もあり、例年と違った運営
をしなければならず、対応に追われ、思うような運営が
できませんでした。例会開催に関しましては、事業計画
で42回の開催予定でしたが、年度が始まって間もなく、7
月の終わりから9月いっぱいまで緊急事態宣言が発令さ
れ、年が変わってすぐ、1月の終わりから3月いっぱいま
で、再び緊急事態宣言が発令され、任期中2回の緊急事
態宣言により、例会は17回休会となりました。然しなが
ら、休会が決まってから暫くして、このまま休会を続けて
いると、会員相互の親睦がなくなり、Ｒ活動もできず、Ｒ
から気持ちが離れていく感じを受け、出欠義務のないオ
ンラインによる特別例会を、幹事やＳＡＡの協力で10回
開催をいたしました。たくさんの会員に参加をいただき、
例会のリアル開催と同じような雰囲気で、皆様の顔を見
ることができ、親睦を深めることができました。結果、例
会の休会は7回に抑えることができ、任期中の例会開催
は35回となりました。
　他のクラブの活動については、Ｒ財団地区補助金事業
として、社会福祉法人共生会様に医療機器の贈呈を行う
ことができました。又、奥村会員のご協力で、松風荘様
に大型テレビの贈呈もさせていただき、引き続きの支援
を考えております。更に今年度は米山記念奨学生のカウ

副会長退任挨拶

 副会長　　清　　マキ

　實石会長、大友幹事、一年間お疲れさまでした。コ
ロナ禍で、例会ができなかったり、特別例会としてオンラ
インで開催したりとその対応に大変だったと思います。
　現会長幹事は最強のＡ型コンビでした。血液型がすべ
ての性格を表すわけではありませんが、几帳面という点
ではこのコンビにまさる会長幹事はいないと思います。
　實石会長とは入会が3か月しか違わないので16年の長
きにわたる友人としていろいろなことを相談してきました。
そのたびに「俺はこう思うけどな」「それはやめたほうが
いいんじゃないかなあ」と、決して自分の考えを押し付け
ることなく、相手を否定しない言い方をする人で、いつも
その人間的な容量の大きさを感じていました。
　また大友幹事はその大きな体に似合わず、箱の4隅ま

ンセラーを引き受け、大村会員がその任を担当していた
だきました。奨学生のマドマン・ソピダさんは、タイ国か
らの留学生で、英語中国語も堪能で、日本語も上手に
話し、日本への理解も深く、今後の日本とタイの懸け橋
となることを期待しております。
　又、今年度の最大事業でありました、「沼津ＲＣ創立
70周年記念特別例会」は3月5日に開催予定でしたが、新
型コロナまん延防止のため中止となりました。然しなが
ら、特別例会実行委員会の皆様のご努力により「70 年
史」の発刊、「千本をよくする会絵本」の作成、「（公益財
団法人）米山梅吉記念館への基金贈呈」を行うことがで
きました。更に記念講演をしていただく予定でした、積
ＰＧの同期Ｇであります水野ＰＧの講演を、特別例会
の卓話として拝聴することができました。水野ＰＧには
改めて感謝申し上げます。
　本年度のクラブ活動はコロナ禍の為にできなかったこ
とや、そんな中でも開催できたことがあり、例年と違う運
営でしたが、様々な形での例会や理事会の開催、地区
においてもＩＴ活用によるセミナーや会議を経験させて
いただき、次年度や、これからのクラブ運営に引き継ぐ
ことができました。
　沼津ＲＣに在籍させていただきましてから、様 な々委
員会や役員をしてきましたが、この会長という立場は、今
までと違う役目でした。地区や、幹事、事務局からの連
絡やメールが頻繁に行き来し、それに対し、自分だけで
なく、理事や会員の判断も仰ぎつつ、素早い対応を迫ら
れる。コロナ禍に関係なく、日々のできごとでした。又、
全会員が迷うことなく、例会や地区行事、奉仕活動がで
きるようなクラブ運営をしなければなりませんでした。
　1年を振り返り、反省点や、会員の皆様にご迷惑をお
かけしたことも、たくさんございましたが、何とか会長の
役目を、終えることができました。改めて関係各位に感
謝申し上げます。
　今年度の経験を、清次期会長に引き継ぐとともに、次
年度の活躍を期待して、会長を退任させていただきます。
皆様ありがとうございました。
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幹事退任挨拶

 幹　事　　大友　保志

　先ずもって1年間、頼りない幹事を支えていただいた皆
様方へお礼申し上げます。
　ご存じの方もいらっしゃると思いますが、實石会長と
私は生粋のＡ型です。
　ゆえに準備に余念はありませんでしたが、實石年度第
1回目の例会は緊張と不安が交錯したような状況だった
ことは今でも鮮明に記憶しております。
　期中には新型コロナ感染拡大により2度の休会を余儀
なくされて、急遽オンラインによる特別例会を実施させて
いただいたりして試行錯誤の年度でもありました。
　3月に計画をしておりました70周年事業は残念ながら
中止となりましたが、6月10日には特別ゲストとしてミズ
ノ株式会社会長で東京ＲＣ所属の水野様に来沼いただ
き卓話をいただくことができて、成功裏に終わることがで
きました。
　これもひとえに会員皆様方のご支援の賜物と感謝して
おります。
　地区大会も 3年ぶりにリアル開催となり本当に良い経
験をさせていただいた1年となりました。
　實石会長の指導、助言ありがとうございました。
　理事、役員、会員各位のご支援ご協力と事務局鈴木
さんのお力添えに感謝いたします。
　この経験を活かして沼津ＲＣの一助となれば幸いで
す。1年間ありがとうございました。

◆第13回定例理事会
　2022.6.24（金）13：35～　出席者13名
【報告事項】
１�．杉山哲男君退会の件　⇒7/1（金）9：30�實石21-22
会長・大友21-22幹事で訪問予定（退会記念品進呈）

【議事】
１�．リバーサイドホテルより、テーブルのスクリーンと席
数について　⇒スクリーンは廃止・テーブルは1つに統
合（6人席）・Ｍテーブルのみ2つに分ける　承認

◇
◆第1回定例理事会
　2022.6.24（金）13：30～　出席者15名
【報告事項】
１．静岡第2グループ年会費¥20,000納入の件
２．2022～2023年度上期会費納入お願いの件
⇒来週7/1ポストインの予定（別紙）
３．2021～22年度ソングリーダーの件
⇒別紙（野口君、大石（顕）君、白壁君、今田君）
４�．例会食の件　⇒毎月第1例会は100万ドルの食事。
通常の食事は¥2,750になります
５．夏祭りクリーン作戦中止の件
６．クラブホームページ更新の件　⇒例年通り
７�．10/7（金）沼津4ＲＣ合同夜間例会（ホスト：沼津Ｒ
Ｃ）の件
８�．沼津市長・マスコミ関係・ＩＡＣへの期首挨拶訪問
の件　⇒6/10桐陽・6/15沼商・7/1静岡新聞社、沼津
朝日新聞社・7/15沼津市長

【議事】
１．7月例会プログラムの件　承認

7月8日 第1回クラブ協議会・
ガバナー補佐期首訪問（30分延長）

ガバナー補佐　　佐野　和義様
7月15日 ガバナー公式訪問

ガバナー　　淺原　諒蔵様
7月22日 祝日休会
7月29日 出席表彰
8月5日 イニシエーションスピーチ

会　員　　米野　博英君

２．前会長・幹事慰労会（8/19（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　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
⇒�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
⇒�幹事→副幹事
⇒�副幹事→会員増強委員長→親睦委員長→出席委員長
５．ＳＮＳ運営方法の件
⇒編成表をもとに順番を検討　承認
６．9/11（日）静岡第2Ｇ合同奉仕作業の件　承認
７．その他（メーキャップの件）
⇒�突然のメーキャップのお客様には親睦員またはＳＡＡ
の食事をまわして対処（随時、臨機応変で）　承認

できちんと把握する人で、「これは俺が幹事になるときに
使った資料だから」と分厚い資料をくださった時「返して
くれなくてもいいよ、すべて頭に入ってるから」と進行形
の仕事なのにそう言った時は大変驚きました。そんなお
二人だから、例会がまともにできなかった時はやろうと思
った予定が狂ってしまい、悔しい思いをしたと思います。
　副会長とは会長を助ける役目だとは思いますが、私の
場合は「近くでやり方を見させていただく」という見習い
であり、実際に自分が準備を始める際にはいろいろと質
問をしては教えてもらっていたという実態でした。本当に
お世話になりました。
　最強コンビには今後とも縁の下の力持ちになっていた
だくと思いますが、とにかく1年間本当にお疲れさまでし
た、ありがとうございました。

理事会だより理事会だより

次年度にバトンタッチ！次年度にバトンタッチ！
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会員維持増強� リーダー　　山口　和一
　本年度もコロナ禍で例会の開催もままならぬ状況でし
た。Zoom特別例会などは良かったと思いますが、会員
相互の情報交換が希薄になり思うような活動ができませ
んでした。来季に向け数名の候補者の名前が挙がってお
り、情報を共有し会員増強に繋げていきたいと考えます。
会員選考　本年度は2名の新会員候補者があり、昨年11
月入会の海野公彦君は当クラブ元会員の伊藤栄章さん
を通じての紹介です。今年3月入会の米野博英君は塚本
君からの紹介です。以前に当クラブで卓話をいただきま
した。両名共に問題なく理事会で入会を承認されました。
Ｒ情報　本年度新会員2名はそれぞれ11/10と4/1にオ
リエンテーションを行いました。ＲＣについての説明、ま
ずは、例会に出席してＲを楽しんでもらうことなどについ
て同席者から体験談を交えて有意義な話がありました。
会員増強・職業分類　7/31（土）地区会員増強維持セミ
ナーに實石会長と参加しました。会員増強のため、個人
的に数人に声をかけたのですが、コロナ禍で例会などが
中止され、新会員候補に見学、参加してもらうことがで
きませんでした。今後ともご協力をお願い申し上げます。

奉仕プロジェクト� リーダー　　細澤　哲哉
　12 月に沼商ＩＡＣと静岡県医療センターへ千羽鶴の
寄贈ができました。Ｒ奉仕デーに他団体と共に千本公園
の清掃を行う計画は中止。ご協力いただきました皆様に
感謝申し上げ、引き続きご協力をお願い申し上げます。
青少年　6/27 連絡協議会、7/31 ＩＡＣ年次大会（中
止）、10/17ＩＡ指導者講習会、12/22沼商ＩＡＣから
静岡医療センターへ千羽鶴寄贈、5/22地区大会ＩＡＣ
活動状況を壁新聞展示予定。各ＩＡＣから奉仕できる
施設など紹介要望があり、コロナ収束後の活動に期待。
職業奉仕　研修旅行（5月予定）で、「遊郭」という場所で
男性も働いていたことにも目を向け、女性落語家から当
時のようすをうかがいます。奉仕の精神は時代とともに変
化しており、クラブ独自の方法でニーズを取り上げ、自主
性を生かすことで元気なクラブになることが望まれます。
社会奉仕　「地域に役立つクラブ」への取組を挙げてお
りましたが、コロナ禍でほとんど活動できませんでした。
「千本をよくする会」と通じた千本公園清掃、花火大会後
のクリーン作戦等も中止となりました。より早くの終息を
願いつつ、今後ともご協力をよろしくお願い致します。
国際奉仕　コロナ禍で活動不可能でした。4/29 地区奉
仕活動委員会セミナー（Zoom）の案内があり、それに参
加して本年度・次年度の活動の基として考えていきます。
米山奨学生マドマン・ソピダさんに親しく声掛けしました。

財団プロジェクト� リーダー　　渡邊洋二郎
　米山奨学生ソピダさんに、引き続き支援をお願いしま
す。寄付に関して、Ｒ財団が635,000円、米山記念奨学
会が642,000円いただいております（4/15）が、地区目標
に到達していません。引き続きご協力をお願いします。
Ｒ財団　今年度の「未来の夢計画」では、社会福祉法人
共生会 就労継続支援Ｂ型 きさらぎに、地区補助金を
活用し、医療用全自動血圧計1式、パルスオキシメータ
3台を寄贈しました。

第3回クラブ協議会3第3回クラブ協議会3

１�．2021-22 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　69,000円
杉山栄一君（沼津北）…實石会長、大友幹事、1年間お
疲れ様でした。
實石君…会員の皆様1年間ありがとうございました。何と
か任期を終えることができました。次年度清会長頑張っ
てください！！
積君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様でした。
山口君…實石会長、大友幹事、1年間ご苦労様でした。
石川君…實石会長、大友幹事、1年間ご苦労様でした。
無事バトンを清さんに渡せますね。
細澤君…實石会長1年間ご苦労様でした。そして会長に
振り回され続けながら務めきった大友幹事には感謝です。
東君…實石年度の最終例会無事迎えられてご苦労様で
した。6月30日までありますので気を抜かないように。
野際君…實石会長、大友幹事、コロナ禍でのクラブ運
営大変お疲れ様でした。私も本日でＭテーブルやっと卒
業です。
清君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様でした。悔
しいほどの満面の笑みがうらやましいです。
塚本君・大村君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様
でした。私たちも頑張りました！
渡邊（洋）君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様で
した。
大友君…今年 1年皆様のご支援ご協力をいただき無事
に終わることができます。ありがとうございました。
大熊君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様でした。
また、皆さん1年間親睦委員の活動にご協力いただきあ
りがとうございました。
渡邉（真）君…實石会長、大友幹事、1年間ご苦労様で
した。お疲れ様でした。1年間楽しかったです。
横溝君…實石会長、大友幹事、1年間お疲れ様でした。

米　山　米山奨学生世話Ｃの事業継続中です。例会場
でマドマン・ソピダさんに優しく一言声をかけてください。
また、米山記念館例会ではより理解を深めることができ
ました。寄付金等の報告は事業報告書でお知らせします。

クラブ研修リーダー� 渡邉　雅昭
　コロナ禍で2年程会合も開けず、事業も実施できなか
ったが、近年は事業のあり方も多様化し、ニーズに合った
活動が求められる。Ｒに対する考え方も徐々に変化し、
それらに対応した運営の推進も大切だが、もう一度原点
に戻り、変えてもよいもの、変えてはいけないものを議論
し、沼津ＲＣとしての将来像を考える必要があろう。

Ｓ・Ａ・Ａ� 塚本　和弘
　コロナ禍で例会開催も少なく、非公式でZoom例会を
開催、また、スクール形式、昼食もお弁当、テーブル2
分割など、なかなか親睦をはかれない現状です。3月より
例会再開しましたが感染対策を最重要課題に会員様の
協力を仰ぎ滞りなく開催できるように努めます。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。




