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幹事報告

■ 事務連絡 ■
＊ガバナー事務所より
ガバナー月信５月号 到着
■ 例会変更 ■
＊富士宮西ＲＣ
５月３０日(金)→６月１５日(日)親睦バス旅行
■ 週報到着 ■
沼津ＲＣ・富士宮西ＲＣ・長泉ＲＣ

第１５１５回例会 会長挨拶
会長 菊地勝男
本日は、アシスタントガバナーの片岡様と事務局の木村様の
期末公式訪問です。ようこそいらっしゃいました。のちほどお言
葉をいただきます。
さて、長い人生のうちには、誰だって苦しい経験、悲しかった
こと、つらい思いをしたこと等あると思います。でも、過去の苦し
かったことは極力思い出さないことが良いようです。ある人から聞
いた話ですが、人間の脳と言うのは、現在、過去、未来の区別が
つかないそうです。今、辛かったこと、苦しかったことを思い出す
と、脳は現在が辛いのかな？と勘違いし、良くない脳内ホルモン
を今、出すようになってしまいます。楽しかったこと、達成感があ
ったことは、繰り返しなめまわすように思い出し、そうでないことは
思い出さない。それが脳を最高の状態にしていく秘訣だそうで
す。ただ、現実にはそうばかりは言っていられません。過去の栄
光にいつまでも浸っていては、世の中の進歩について行かれま
せんし、過去の不幸な出来事を思い出し、二度と起こさぬよう注
意することも必要です。
物事はほどほど、にバランスの中で生きて行くことがベストだと
思いますが、できれば、「なんとかなるさ」で楽観的に毎日が遅れ
たらどんなに楽しいことでしょうね。

本日のゲスト・ビジター
ビジター 富士宮西ＲＣ
片岡博昌アシスタントガバナー様
富士宮西ＲＣ
小林陽益ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ事務局様
ゲストはありません。

スマイル報告
原 修一
岩本義正
前田 守
小川隆洋
前澤秀明
古泉榮一
太田昭二
野口郁夫
梅田欣一
大石昭裕
濱田清明

妻の誕生日です。
本人誕生祝いありがとう。
今月も宜しくお願いします。
本人誕生祝いありがとうございます。
本人誕生祝いありがとうございます。
Ｒ財団へ。
妻の誕生月です。
結婚記念日。
すみません。早退します。
妻の誕生日お祝いありがとう。
今月もよろしく。

アシスタントガバナー期末訪問

片岡博昌アシスタントガバナー補佐 様
沼津柿田川クラブの皆様、こんにちは。期末訪問に参りまし
た。期首訪問は一番に参りました。期末訪問は２番目です。志田
ガバナー年度の運営にご協力頂き有り難うございます。４月５日
のガバナー直直の退会防止・増強セミナーにご出席いただきご
苦労様でした。確か原委員長さんが、鬼になったつもりで、ただ
尻を叩くだけと仰いましたでしょうかね。本当にこれしか、実際は
無い様に私も思います。他のクラブでも工夫をして、６つのグル
ープを作って、グループ間で頑張らせるクラブや（競争心）、会
長幹事は必ず１名ずつ入会させる（義務化）等でした。
平均年齢が６５歳以上のクラブが多いので（平均年齢は比較
的若い方。５７．３６歳）、実は私のクラブでも、今年になってから
８０歳の大のゴルフ好きな元気だった会員が病院へ通うようにな
り、ＩＭが終わったらお休みしたいとの話がありました。
もう一人、平成１６年度ガバナー補佐でした会員で、おじゃま
した事があるかと思いますが、やはり８０歳になられました。軽い
交通事故や階段で踏み外して転倒やら。加えてご自分のお寺
の西山本門寺と言いますが、信長の首塚がありまして、観光スポ
ットとなり、金曜日と言う例会日の時間が取りにくくなり、この事を
気にされて、彼は前々から「例会出席が最も守るべき義務。自己
研鑽の場だ。」と言ってきました事もあり、「出られる様になるま
で、いったん退会」という事になりまして、先月末にお別れのお
挨拶をされました。
先の会員が５代目、７代目会長が今の和尚さんでしたから、６
代目の私としては一番古いパスト会長になってしまいました。クラ
ブの重し、おもり（重り）が無くなったような気がして、運営上も精
神的な面も、一度に居なくなりましたので、辛いものがあります。
が、しかし、これは世の習いとして、受け入れなければならない
訳です。これはまた、各クラブに共通の事ではないでしょうか。こ
のクラブにも昭和一桁の会員さんがおられます。絶対頑張って
下さい。お願いします。
私のクラブで、実はもう一人２０年の在籍で７５歳の会員で、幾
つもの大病を乗り切ってきた人ですが、退会の申し入れがありま
したが、奥様に直訴して、留まって頂きました。奥様を大切にす
ることを忘れてはいけません。以上、「増強に王道なし」です。
老後のことを思って、増強を忘れない為に、日々お経のように
増強増強と唱えていることも無駄ではないと思います。疲れます
けど、頑張って参りましょう。（お二人には卓話をお願いして、会
員の紹介をお願いするつもりでいます。）
しかし、聞いた話ですが、入会がなかなか上手くいかない時
期があっても、慌てないで。その時はクラブの「原石を磨くときだ」
と言われたとか。これもよく解ります。「光輝けば、人は自然と集ま
って来る。」と言いたかったのでしょう。
柿田川クラブさんは増強も進んでいるように伺っていますが如
何でしょう。尚、昨年のプログラムをいろいろ改善しておられる様
ですから、こちらのクラブでは地に付いた「環境」と言う奉仕があ
りますので、一層磨きをかけて頂きたいと思います。光れば入会
の勧誘もしやすくなって、奉仕の人数が多ければ、地域の奉仕

が多くの方々により広く行き渡り、ロータリーブランドの確立にも
繋がる訳です。
しかし、新会員にはロータリーの原理原則を、
入会者の幸福の為にも、ロータリーの理念を
しっかり身に着けて頂くようにお願いしたいと存じます。
減る事だけを（必要以上に）あまりにも心配する必要はないと思
います。ロータリークラブは４人から始まったのですから、そのこと
は沼津柿田川さんの長い歴史からも証明されていると思います。
しかし、アシスタントガバナーとしてお伝えするのですが、国際
ロータリー理事会は昨年度から２０１５年６月末日までの３年間
で、会員を１３０万人にする決議をし、増強３％を掲げました。日
本でも１万人の増（１０万人）、これに呼応して当２６２０地区でも
地区目標を純増３％、各クラブ純増１名以上としました。残り次年
度１年ありますが、各クラブもこの一年間、それに向かって邁進し
て頂き有り難うございました。結果は今でなくとも、後からでも付
いてくるでしょう。
地区で１１００人以下になると、地区が無くなるとかで、青森と秋
田でしたか増強されたと聞いていますので、やれば出来るという
「たとえ」例になったらしく、ガバナー間ではそんな話が出ている
ようですが、他の所は知りません。これからも各クラブ、自分のこ
ととして増強を進めて行くことに変更あるはずはございません。
有りません。
志田ガバナーは、なんとか年度末の退会を食い止めてくれと
言っておりまして、私の感じではかなり良い線に行くのではない
かと思っております。
幾度もお聞きしたと思いますが、年代を代表していれば、何歳
でも良い。職業分類はその人が長年やってきた職業を充てれば
良い。リタイアした人も、Ｕターンした方も、進んで勧誘してくださ
いと言っておられました。職業に就いていなくても良い訳です。
年度末が近くなりました。３年に一度の規定審議会が開かれ
た結果、クラブ定款の変更がありました。それ以上にクラブ細則
の見直しすることが奨められています。その点も宜しくお願い致
します。このクラブ細則は、ＲＩの定款と細則と、クラブ定款に反し
なければクラブの自由に変えられます。クラブ定款の見直しで、
クラブ研修リーダーを中心に、その変化というものを話し合う事の
チャンスになります。時には手続き揺籃を見てみましょう。とは言
え、なかなかそのような暇はないですよね。私はまだよく理解して
いませんが、職業分類に専業主婦も加えても良いことになってい
ますが、興味深い事です。
沼津柿田川クラブさんは、清水町を拠点に、より地域に密着し
た活動として、「柿田川湧水」保全のためのＰＲ事業に取り組ん
でおられますが、富士山が世界文化遺産になりました。私地元と
して、大変嬉しいことは言うまでもありません。しかし、一方では、
大きな責任を負っています。正式な条約は「保護に関する条約」
と定められています。お祭り騒ぎではいられないのです。新聞の
時評欄に浜松出身の東大・木下直之先生は「危機に瀕している
から保護するのであり、富士山の文化遺産登録とは、文化遺産と
しての普遍的価値が認められたというだけでなく、それが「破壊
の脅威に晒されていること」の認定でもあると言っていました。富
士宮市は観光にも力を入れています。浅間神社の総本山「富士
山本宮浅間大社」の奥宮が頂上にあって、８合目からはその境
内地になっていますが、これらを中心に富士宮市をＰＲしようと計
画しています。
静岡県は「富士山遺産センター」の建設。市では歴史博物館
建設予定。駅前にはホテル誘致に行政が動いています。しか
し、信仰の対象と芸術の源泉であることを忘れてはならないこと
であります。ユネスコは条件を付けてありまして、新たに２０１６年
２月にその保全状況の報告をしなければならない事になってい
ます。報告書の提出を求められるのは異例で、言い換えれば保
全計画見直しをしなさいと言っている訳です。これが認定されな
ければ、取り消しもあり得る訳です。今後、静岡県、山梨県と地
域住民達で、しっかりと確認と自覚をしなければならないと思い
ます。柿田川クラブさんは、環境保全認識の高いクラブですか
ら、先輩クラブから見たご意見や、「環境保全の在り方」を教えて
頂きたいと思っております。
ＩＭのお礼を申し上げるのが遅くなりました。西の外れの遠方
まで、大勢の皆様のお越しを有難うございました。

今回は兎に角、肩の張らない「ＩＭ」にしようと・・・から、楽しい講
演にしたいと思いまして、あの様になりました。
笑うことは、お金が掛かりません。
なので、是非実行して頂きたいです。
以上、取り留めのないお話をさせて頂き、大変失礼致しまし
た。この様な役を仰せつかる程の者ではありません。会員のご期
待には応えられなかったことと存じます。申し訳なく思います。
が、私にとりましては皆様とお会い出来たことは、生涯の思い出
となりました。１０歳違いの弟「富士宮西ロータリークラブ」の一人
としても、心からお礼を申し上げ、クラブの益々のご繁栄と、皆様
のご健勝をお祈り申し上げ、期末の挨拶と致します。
有難うございました。

会員慶事
【本人誕生日】
岩本義正会員
小川隆洋会員
前澤秀明会員

第１２回 理事会報告
①６月の例会プログラムについて
０２日 1518 回 新旧役員引継ぎ ※理事会１１：３０
１９日 1519 回 各委員長事業報告
１６日 1520 回 クラブ協議会（会員増強・原会員）
２３日 1521 回 会長幹事退任挨拶
３０日 1522 回 →例会変更 ２８日(土) 最終家族例会
②クラブ協議会ついて(6/16)
・会員増強について。担当は原会員。
③最終家族例会について（5/28･土）
・場所 三島プラザホテル
・時間 点鐘１８時
・会費 会員→5,000 円 ご家族→無料
④米山梅吉記念館例会について（5/29）
・集合 １２時まで
・交通 各自
・賛助会費 次回例会時に集めます。
⑤クラブ定款、細則、内規について
・伊藤幹事と前田会員が作成したものを、梅田会員にﾁｪｯｸ
していただきました。理事の皆様も目を通していただき、ご
検討下さい。

４月・個人別出席率

【ご夫人誕生日】
大石彰子様
原五月様
太田るり子様

２０１３－２０１４年度・４月度の個人別例会出席率です。
お休みされた方はメークアップをして、１００％を目指しましょう！
名前
古泉榮一
太田昭二
原修一
野口郁夫
菊地勝男
前田守
岩本義正
梅田欣一
濱田清明
大石昭裕
髙田聡
伊藤毅
石井優
前澤秀明
中田真
冨樫伸喜
小川隆洋
川口尚史

【結婚記念日】
野口郁夫・容子ご夫妻

委嘱状
大石会員と冨樫会員へ、２０１４-２０１５年度の米山梅吉記念館
委員会・運営小委員会・委員の委嘱状が届きました

出席
3
3
3
2
3
2
1
1
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3

欠席
0
0
0
1
0
1
2
2
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

ＭＵ
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0

出席率
通算出席率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
66.67%
96.97%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
33.33%
87.88%
33.33%
69.70%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
87.88%
100.00%
100.00%
100.00%
90.91%
100.00%
96.97%
100.00%
96.97%
100.00%
87.88%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

＊最新のメークアップ先は、地区ホームページの静岡・例会変更
で確認出来ます。メークアップして出席率向上を目指しましょう。

◆次回例会プログラム◆ アシスタントガバナー期末訪問
R
出 席 報 告
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

出席率

４月１４日
修正出席率

出席： 古泉・太田・原・野口・菊地・前田 他

計１５名

欠席： 髙田・石井・中田・前澤・中田・ 内 横 山 計３名

１８名

１８名

１５名

83.33%

88.89%
ＭＵ：

冨樫・濱田

・髙田・濱田

計１名

