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幹事報告

第１６０５回例会 会長挨拶
会長 梅田欣一
みなさん、こんにちは。
本日の例会プログラムは、会長幹事の退任あいさつということ
ですので、原稿を書かなければ、という思いが強かったのです
が、先週末は、なかなか書き始めることができませんでした。
土曜日は、江原公園のゴルフ練習場にゴルフの打ちっ放しに
行ったのですが、やっている最中に家の用事で妻に呼び出され
たので、欲求不満状態のままでは終われず、再び今度は横山ト
ンネルのところのグリーンゴルフに行って、合計で２５０球くらい
打ちました。そして、その爽快感から、夜は自宅でお酒をたらふ
く飲みました。
翌日は、娘に付き合って、暁秀高校の奉仕作業で、千本浜公
園の清掃作業に行ってきました。千本浜公園は、いろいろな団
体が清掃作業を行っています。１時間位ゴミ拾いをしましたが、
前日のゴルフ練習もあったので、身体が大変しんどくなりました。
千本浜公園は、いろいろなところからゴミが流れてきますの
で、たくさんゴミがとれました。その分、達成感も一入（ひとしお）
でした。
自分が漢字を知らないなということが身に染みました。「一入」
という字を初めて知りました。皆さん、知っていましたか。
清掃作業の後は、うちでお風呂に入った後、マッサージに行
ってきました。ただ、マッサージに行っても十分に疲れがとれな
かったので、妻にも、マッサージをやってもらいました。うちの奥
さんは、普段はそんなにサービスがよいわけではないのですが、
昨日は父の日だということでやってくれました。
その後は、たっぷりと昼寝をしたのですが、寝たりなかったので、
朝まで寝ることにしました。
というわけで、週末の土日は、会長退任あいさつの原稿に手
をつけることができませんでした。そのため、今日は、朝５時に起
きてやりました。週末を遊び倒した息子も一緒に起きて、宿題を
やっていました。
この原稿を書き終わろうとしている時間が午前７時３０分です。
この一年間を振り返るのも、なかなか時間がかかってしまいまし
た。
本日の会長あいさつは、以上です。

■ 事務連絡 ■
＊ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま１９５号 到着
＊地区ロータリー財団委員会より
次年度補助金事業は正式に許可されました。
補助額は１４６，５００円です。
＊創立３５周年記念例会ＤＶＤは分区内他ＲＣへ発送します。
＊最終家族例会の温泉は１５時より入れます。
■ 例会変更 ■
＊富士ロータリークラブ
６月２２日(水)→夜間例会
＊富士宮西ロータリークラブ
６月２４日(金)→夜間例会
＊富士宮ロータリークラブ
６月２７日(月)→夜間例会
＊新富士ロータリークラブ
６月２８日(火)→夜間例会
＊富士山吉原ロータリークラブ
６月３０日(木)→夜間例会
■ 週報到着 ■ ありません。

本日のゲスト・ビジター
ビジターゲストはありません。

スマイル報告
原 修一 大変長らくお世話になりました。(２口)
小川隆洋 原さん、３５年弱お疲れ様でした。(２口)
梅田欣一 原さん、３５年弱お疲れ様でした。(２口)
伊藤 毅 原さん、父、私、二代に渡りお世話に
なりました。これからもお願いします。(２口)
荒川康博 原さん、お疲れ様でした。(２口)
大石昭裕 原さん、ありがとうございました。(２口)

会長幹事退任挨拶

会長退任挨拶
２０１５－２０１６年度会長 梅田欣一
あらためまして、みなさん、こんにちは。
退任のあいさつということですが、皆さんに支えられて、なんと
かここまでやってこられました。
とくに、幹事の小川さんにはとても支えられました。出席率も、
ホーム１００パーセントを達成できそうになっておりますので、会
長になる前の私と比べると、まさに奇跡といっても過言ではない
と思います。
主な行事を中心に、この一年を振り返ってみたいと思います。
＜主な行事＞
９月 ５日 米山奨学生との柿田川公園奉仕作業
９月１２日 創立３５周年記念式典
１１月 ３日 シニア＆ジュニア ペアグラウンドゴルフ大会
１１月 ７日 地区大会
１１月２２日 清水町ふれあい広場
１２月２６日 クリスマス家族例会
１月１８日 沼津４クラブ合同例会
２月２１日 ＩＭ
３月 ４日 「柿田川を守ろう」ＣＤ寄贈
３月１４日 沼津西クラブとの合同例会
＜会員維持増強について＞
高田さん、原さん、岩本さんの３名が退会ということになりまし
たが、齋藤さんと坪内さんに新たに入会していただきました。
この点は、委員長の野口さんを中心に活動して戴きました。あり
がとうございます。今後は、一会員として、会員増強について考
えていきたいと思います。
＜外部卓話について＞
小川さんのコネクションで、８月２４日には衆議院議員の細野
剛志さん、５月３０日には三島ライオンズクラブの前田磨さんに外
部卓話をお願いしました。ありがとうございました。
＜ロータリー財団への寄付について＞
今までうちのクラブは、ロータリー財団への寄付が少なくて、
地区のロータリー財団委員会で配布される資料では、非常に目
立ったものになっていました。
しかし、今年度から、月の第１例会にてスマイルで寄付をしま
しょうとの呼びかけに皆さんに応えて戴きまして、それなりの成果
を上げることができました。ありがとうございます。
ロータリー財団への寄付は単なる寄付ではなく、ロータリーの
各クラブの活動を支えるロータリー財団の血液、栄養となるもの
であり、非常に重要なものだと考えられますので、今後もそれは
継続していきたいと思います。
また、思い切って、この６月のロータリーレートが１ドル１１０円
の時に、ベネファクターになるための寄付をしました。
来年度は、ロータリー財団１００周年ですが、ロータリー財団委
員会委員長として、がんばっていきたいと思います。
米山奨学生との柿田川公園奉仕作業について
大石さんも中心に準備していただきました。

＜米山奨学生との柿田川公園奉仕作業について＞
大石さんも中心に準備していただきました。柿田川に直接触
れることのできるよい機会だと思います。時間になっても、なかな
か川の中から出ようとしない奨学生達の姿が印象的でした。
奨学生達におかれましては、日本と母国とのよい架け橋になっ
て戴きたいと思います。今後も、継続事業となりそうですね。
他のクラブにも、誇ることができるよい活動だと思います。
＜創立３５周年記念式典について＞
９月１２日に記念式典を開催しました。
記念事業としましては、９月５日の米山奨学生との柿田川公園
奉仕作業、柿田川公園への木製テーブルベンチ等の寄贈、米
山梅吉記念館への寄付、米山梅吉奨学会への寄付等です。
記念講演では、積惟貞パストガバナーから、「水保全」に関する
ご講演をいただきました。
成功裏に終えることができました。準備にあたってくれた皆さ
ん、ありがとうございました。
なお、今年度は、周年行事が重なっており、１１月２１日には、
沼津北クラブの５５周年記念式典、５月２９日には、沼津西クラブ
の２５周年記念式典が開催されており、私と小川さんが出席して
おります。
＜シニア＆ジュニア ペアグラウンドゴルフ大会について＞
１１月３日に、アスルクラロスポーツクラブ主催、うちのクラブが
後援で、「シニア＆ジュニア ペアグラウンドゴルフ大会」が開催
されました。前田さんの会社で集計等をやり、あとは私と小川さ
んが参加しました。
グラウンドゴルフは、本気でやると結構はまってしまうかもしれ
ません。スポーツ用品店で見たら、良いクラブは１本１２，０００円
しました。大石年度では、例会として実施するとのことです。
＜清水町ふれあい広場について＞
１１月２２日のふれあい広場では、皆さんの活躍のほか、柿田
川野菜の石川さんが水耕栽培の野菜を大量に寄贈してくれた
り、濱田さんの行きつけであるタマのママさんが大量に購入して
くれたなどのおかげで、例年にない売上高を記録することができ
ました。ありがとうございました。
＜地区大会について＞
１１月７日の甲府での地区大会では、８名が参加しました。
大会全体では、１，５００人が参加しました。野口ガバナーの会社
で、特別号外として、各クラブの新聞を作ってくれました。
＜家族例会について＞
１２月２６日のヌーボサンス（旧ラセール）でのクリスマス家族例
会では、会員の外、多数の家族の方々に参加して戴きまして、
ありがとうございます。いろいろな話を聞くことができて、とても刺
激になりました。
６月２６日の弘法の湯での最終家族例会でも、よろしくお願い
致します。
＜沼津４クラブ合同例会について＞
１月１８日には、沼津４クラブ合同例会をうちのクラブがホストで開
催しました。これは、毎年１０月に行われていたのですが、私の
担当する裁判員裁判の日程の都合で、１月に変更して開催しま
した。
しかし、裁判員裁判は、訳あって今年の９月に日程が延びて
しまいました。そのお陰で、会長としてのホーム１００パーセントが
達成できそうです。
＜沼津西クラブとの親睦について＞
沼津西クラブとは、クラブの規模も比較的近いこともあって、親
睦を図っていきております。
今年度は、３月１４日に合同例会を開催した外、６月５日には
中伊豆グリーンクラブにて合同ゴルフコンペを開催するなどして
おります。
今後とも、親睦を深め、お互い助け合って行きたいと思いま
す。
＜「柿田川を守ろう」のＣＤ配布について＞
継続事業として、本年度も「柿田川を守ろう」のＣＤ配布を行
い、平成２８年３月４日に清水町役場に寄贈式が行われました。
今年度は清水町にある３つの小学校の卒業生に対して、ＣＤ
を配布しました。
本年度のＣＤは、前田さんの会社のドローンによる撮影も盛
り込まれて、より感動的に水保全のメッセージを伝えることができ

を配布しました。
本年度のＣＤは、前田さんの会社のドローンによる撮影も盛り
込まれて、より感動的に水保全のメッセージを伝えることができ
たものとおもわれます。
＜法教育の授業について＞
中学校での法教育の授業ができなかったのは、残念でした。
安本さんに折衝を頼んだのですが、まさか中学校からあのよう
な言葉が返ってくるとは思いませんでした。
ただ、柿田川のＣＤ寄贈の時に清水町の教育長とも名刺交換
することもできましたし、また、次年度以降、外の方法で実現して
いきたいと思います。
以上、一年間を振り返ってみました。
ありがとうございました。

退会のご挨拶

原修一会員
３５年という長きにわたり、当クラブを引っ張り、また支えて下さった
原会員が、健康上に都合により、本年度で退会されることとなり、
原修一会員より退会のご挨拶をいただきました。
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幹事退任挨拶
２０１５－２０１６年度幹事 小川隆洋
６月３０日幹事退任をもって丸３年が過ぎようとしています。
今年度は９月１２日我がクラブ沼津柿田川ロータリークラブ創立３
５周年記念式典、１１月２９日沼津北ロータリークラブ創立５５周
年記念式典、２月１４日沼津ロータリークラブ桐陽高等学校ＩＡＣ
認証状伝達式、５月２９日沼津西ロータリークラブ創立２５周年記
念式典と対外的な活動が多く他クラブの皆様との交流活動に参
加させて頂き、学ぶべき事があり自分にとって貴重な経験をさせ
ていただいた事に感謝申し上げます。
さて、幹事の役割として梅田会長をサポート出来たかは、あま
りにも幹事として勉強不足で経験がなく理事会運営、例会、委員
会活動のコミュニケーション不足が露呈し会員の皆様にご迷惑
をかけた事を反省し今後の糧としていきます。
幹事を務めさせて感じた事は、会員一人、一人の皆様と如何
にコミュニケーションを取り潤滑油になり如何に行動を起こすか
だと思いました。
拙い幹事で会員の皆様にはご迷惑をかけましたが、ロータリー
活動にご協力頂き感謝申し上げます。
会員の皆様１年間本当にありがとうございました。
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原会員よりお礼をいただきました。ご本人の意向
により励み会の景品とさせていただきました。

◆次回例会プログラム◆ 最終家族例会
R

出 席 報 告
会員数

２１名

出席： 古泉・太田・原・野口・菊地・梅田 他

出席計算に
用いた会員数

出席計算に
用いた出席者

２０名

１６名

出席率

80.00%

６ 月 ６ 日
修正出席率

計１６名

欠席： 中田・川口・小早川・山本

計４名

ＭＵ：

計０名

84.21%

