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　皆様こんにちは。2019－2020年度の最後の例会になりました。

ラストの１時間お付き合いいただきたいと思います。

　皆様は米山記念館に梅吉翁の俳句の解説碑があるのをご

存知でしょうか。記念館と米山文庫こども図書館との間の庭に

その碑はあります。これは、当クラブの大野会員のご尽力によ

って完成しました。大野さんが記念館の役に付いていた当時、

何とか解説碑によって梅吉翁の心情を理解願おうと制作を立

案されたものの、予算不足で叶わなかったと、長年心に秘めて

おられたようです。3年前、大野さんがクラブ在籍５０年を機に

記念館に多額の寄付をされました。記念館はその大野さんの

志を察し、梅吉翁の代表作の一つである「秋風や萩の葉そよぐ

 ほとにこそ」の句の解説碑を建立し、現在来館者の役に立って

おります。記念館に行かれた折には是非ご覧になってください。

　このお話は以前からお伝えしたいと思っておりましたが、休

会等でなかなか機会がありませんでした。最後にお話しでき良

かったです。
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第2912例会 2020.6.30

7月 7日 通常例会
7月 14日 通常例会
7月 21日 祝日週休会
7月 28日 通常例会・理事会

1．本日例会終了後、現次合同の理事会を開催します。
2．事務局が７月６日（月）の午後お休みをいただきます。
3．７月も当面例会はこの形式で行う予定でいますので、
お弁当の準備の関係上、例会をご欠席の方は必ず
前週の木曜日までに事務局にご連絡ください。
来週の例会をご欠席の方は２日の木曜日までに連絡
をお願いします。

4．７月２１日は祝日週休会です。

　欠席者　藤井・一杉・宮村・西島・大塚・曽根原・土屋
 以上7名
　他ＲＣへの出席者　西島・杉山・梨本・植松・宮村
（6/24三島）杉山・宮村・西内（6/25三島西）梨本・
藤井・宮村・金子（6/26せせらぎ三島）後藤（6/26沼津）
 以上13名

会員数 計算に用いた
会　員　数

出席 出席率

61名 56名 49名 87.50％

　「ロータリーは地域をつなぐ」をクラブ
テーマに掲げ本年度がスタートしました。
昨年度、地域再編により、子クラブで
ある御殿場、裾野、長泉が同一グループ
になり、沼津４クラブを含めて駿東と
いう枠組みが出来ました。早速、観桜会やゴルフコンペ
が行われ、親睦が深まり、今年度もそれらは継続され、
さらに親睦以外でも新たなロータリー活動の可能性が
広がることが期待されましたが、新型コロナウイルスの
おかげで課題となってしまいました。
　昨年の１２月に中国で最初に発生した新型コロナ
ウイルスに今年度は翻弄されてしまいました。感染防止
のため、３月、４月、５月と丸３ヶ月、例会１０回を中止せざる
を得ませんでしたが、今年度行われた主な行事を振り
返ってみます。
　まず、８月５日から８日までの４日間、沼津中央高校と
韓国錦城女子高校のインターアクト部の交流が予定され
ておりました。しかしながら、日韓関係の悪化が影響し、

来沼中止となってしまいました。８月６日には、当クラブを
訪問いただく予定でしたので、残念なことでした。
　９月１４日には、米山梅吉記念館の創立５０周年記
念式典が盛大に行われ、当クラブも移動例会とし、出
席をしました。また、記念館改修費用等の支援金の地
区目標（3,000円/人×3年）を大きく上回る１００万円を
今期分として支援いたしました。
　１０月１５日には安間ガバナー公式訪問があり、御指
導を受けました。１２月には忘年家族会を行い、今年の
１月には富士山吉原ＲＣをホストとしてＩＭが開催され、
2月初めには、ジヤトコ㈱で企業見学例会を行いました。
２月２５日には、１０年間続けてきました香貫山大漁桜の
最後の撫育活動を行いました。これが３か月間休会と
なる前の最後の例会となったわけです。
　例会が休会中も、何回かの役員会を開いて、いつ再開
してもいいようにプログラムを検討したり、他クラブの動
向を探ってみたり、楽をするどころか正直神経を使った
３か月間でした。任期の1/4は休会となりましたが、休会
中には、理事の皆様には何回か電話をし、相談に乗って
もらったこと、大変感謝しております。
　新型コロナウイルスの拡大によって、社会、経済は
大きな打撃を受けておりますが、ロータリーの友５・６月号
の中で、「ロータリーの適応性が試されるとき」とのテーマ
にて、各地のロータリアンの取り組みやロータリーに対
する考え方が掲載されており、非常に参考になる記事
があります。是非ご覧ください。
　１年何とか完走させていただきました。皆様のご協
力に感謝申し上げると共に、当クラブが益々発展する
よう横山年度も協力惜しまずと思っております。本当に
ありがとうございました。
　最後になりますが、６月９日に予定されていた田中
ガバナー補佐の期末訪問も中止となりましたが、挨拶
文が届いておりますので披露いたします。

　静岡第２グループ今年度ガバナー補佐の田中
祐でございます。本来であれば、皆様のクラブを
訪問させていただき、クラブの１年間の実績を伺
いつつ、拙いながらもロータリーに関するお話を申し
上げる予定でありましたところ、国内では２月ごろ
から猛威を発揮し始めました新型コロナウイルス
感染症の影響で、三密を避ける事から緊急事態

宣言へと事態は深刻化を深め、各クラブに於か
れましても長期休会など異常な事態となりました。
緊急事態宣言もここに来て解除され、徐々に日常
を取り戻しつつありますが、長期にわたる休会で
各クラブ会長幹事様は最後までご苦労が続いて
いる事とお察し申し上げます。
　また、新年度を迎えられます会長幹事様以下
新役員委員長の方々は、ＰＥＴＳ並びに地区協議
会が相次いで変則開催となり、戸惑われておられ
る事と存じます。
　小職といたしましても、５月中に予定しておりました、
後期のクラブ訪問が全く出来ず、また６月１３日に
予定しておりました新旧合同会長幹事会も中止
とさせていただき、ほぼ開店休業状態となりました。
世界大会（ハワイ）も中止となり、６月にクラブ訪問
をとも考えましたが、各クラブも食事抜きの縮小開
催などの状況に加え、職務が山積されておられる
のではとの判断と、小職の日程が組めない等の
事情により、誠に残念ではございますがクラブ訪
問は止む無く中止とさせていただきました。
　前期に皆様のクラブを訪問させていただいた
折には、ＲＩの方針や地区の方針、とりわけ安間
ガバナーのお考えをお伝えすることを中心にご挨
拶申し上げました。また、併せて２０１９年４月の規
定審議会において変更された標準クラブ定款並
びに推奨クラブ細則、その他ＲＩの決定事項につ
いてもお話申し上げました。とりわけ重要な事は、
日本のロータリーもいよいよ本当に変わらなければ
ならなくなり、クラブの中長期的なあり方について、
是非クラブ内でご検討いただきたいと言う事でご
ざいました。この作業が出来たクラブも出来なか
ったクラブもおありかと存じますが、必要な作業で
ございますので、次年度以降にも引き継がれ、ＲＩ
の戦略と自クラブのあり方の整合性を図って頂き
たいと心からお願い申し上げます。
　後期の訪問では、やや僭越ではありますが、私
のロータリー感と言いますか、クラブ運営のコツの
ようなものを皆さんと一緒に探って行きたいと考え
ておりました。例えば、会員増強や事業活動の進
め方、クラブ内の教育やスキル向上についてなど
幅広くお話出来ればと思っておりました。残念な
がらそれは果たす事ができませんでしたが、また、
機会があればご一緒に考えたく存じます。
　皆様におかれましては、この様な事態となり、ご

本業においても深刻な事態となっておられる会員
様もおられるかと存じます。心よりお見舞いを申し
上げますとともに、一日も早く回復軌道に乗る事を
お祈り申し上げます。
　思うに、日本のロータリークラブとしては、今回の
事は先の大戦以来の危機だと思います。しかし、
先人達が成し遂げた様に、必ずや復活の日が来
ると私は信じております。ロータリーの精神を胸に、
心を強く持って少しずつ歩みを始めて参りましょう。
最後になりましたが、皆様とご家族、会社の皆様
のご健勝を心よりご祈念申し上げます。

　　　　　　　　　　　　  ２０２０年５月２４日

　今日で2019-2020年度、最後の例
会となりました。山口会長、馬場幹事
一年間大変ご苦労様でした。この一
年間を振り返ってみますと、私は副会
長として会長を補佐する立場であり
ながら、何も手助けすることもできず申し訳なく思います。
ただ山口会長が素晴らしいクラブ運営をされて、様々
な問題に対する調整能力やその実行力など、模範を
示していただき私にとって大変勉強になりました。
　クラブ管理・運営委員長としての役割です。プログラム
については影島委員長に担当していただき、また遠藤
親睦・出席委員長を中心に例会の受付、前年度会長
幹事慰労会、家族忘年会、ゴルフコンペなど、楽しく
素晴らしい企画を立てて運営していただきました。どう
もありがとうございます。
　今年度を顧みますと、例年にはない大きな問題があ
りました。ひとつは、年初に2019年度規定審議会にお
いてメークアップに関する規定が改定されました。皆さ
んご存知のように「例会の定例日の前１４日または後１
４日まで認めるという規定を、年度内までに変更する」と
いうことになりました。例会への出席が原則ではありま
すが、メークアップしやすくなったことで、100％の出席を
目指していただきたいと思います。まだ今期の最終の
集計は出ていませんが、出席率のアップにつながった
のではないかと思いますし、今後新会員勧誘に有利に
働くのではないでしょうか。
　もう一つは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
２月２５日の香貫山大漁桜撫育活動を最後に、３ヶ月間
計１０回の例会を休会にせざるを得ませんでした。その
間、たびたび役員会を開き、その都度ガバナー事務所

や他クラブからの情報を集め、例会をどうするのか、依
頼した卓話者への延期・中止のお願い、当クラブ会員
への連絡などあわただしい３ヶ月でした。５月に緊急事
態宣言が全ての都道府県で解除となり、６月２日によう
やく変則的ではありましたが、例会を開くことが出来まし
た。その時の出席率が９７％と高く、ロビーで密になりす
ぎて少し心配の面もありましたが、久しぶりに皆さんが
会うことができ、嬉しそうな顔が印象的でした。
　また、忘れてはならないのが、昨年に亡くなられた小
柳津君に続いて、鈴木幸彦君も病気との長い闘いの
末、６月８日に急逝されたことです。いつもニコニコして
あの明るい笑顔で、クラブのムードメーカーでありました。
６０代の有能なお二人が亡くなられたことは、北クラブ
にとって貴重な人材を失って大きな損失だと思います。
コロナ感染も小康状態ではありますが、まだまだ安心は
できません。健康にはぜひ気をつけたいものです。
　さて、次年度についてですが、コロナウイルス拡大防
止のため、本来は３月、４月に開催されていたＰＥＴＳ、
地区協議会が、急遽ＤＶＤ視聴による開催となりました。
まさかはやりの在宅勤務になるとは思いませんでした。
このように、急な変更で準備もあまりできずに次年度の
会長職を務めることになりました。不安もありますが、頑
張りますので皆様のご協力よろしくお願いします。

　今期の振り返りということですが、
12月に行いました上期の振り返りと同
じく、下期を毎回の例会と行事で振り
返ってみたいと思います。
１月６日 新年最初の例会は「年男語
る」で、梨本会員・大嶽会員・井口会員の3名でこれか
らの抱負を語っていただきました。
１月１４日 夜間例会で盛大な新年会でした。会員同士、
和やかな交流ができたと思います。
１月１９日 静岡第2グループＩＭが開催されました。トー
マスアンドチカライシ㈱ 代表取締役社長 力石寛夫氏
の記念講演「おもてなしの心」は、とても心に残るお話
でした。
１月２７日　上期事業報告でした。
２月４日　大貫会員のご紹介で、白鳥委員長をはじめ
職業奉仕委員会、そして親睦出席委員の皆様の準備、
ご協力により、ジヤトコ(株)様で企業見学移動例会を開
催しました。
２月１２日　クラブ事務局事務所をフォーラム壱番館4
階から３階に移転いたしました。

２月１９日　沼津中央高等学校インターアクトクラブ活
動報告でした。ボランティア活動などの、とてもしっかり
した報告でした。
２月２５日　会員約30名に参加していただき、香貫山
大漁桜の撫育活動をいたしました。桜が綺麗に咲いて
良いお花見日和となりました。静岡新聞社様に取材し
ていただき良い広報活動になったと思います。
３月　新型コロナウイルス感染拡大が連日報道される
ようになり、感染拡大防止の観点から3月3日から5月25
日まで、今までに類のない3か月におよぶ長期休会とな
りました。この間、事務局に役員が集まり、4月からは出
来るのではないか？ＧＷ明けからはもう大丈夫ではない
か？など議論を重ねましたが、結局、緊急事態宣言解
除まで休会を決断いたしました。この間の予定してい
た卓話や行事は全て中止になりました。
６月２日　3ヶ月ぶりに例会が再開されました。座席の間
隔の確保、会食をせず持ち帰り用の弁当の用意、マス
ク着用などのコロナ対策をしての再開でした。
６月８日　鈴木幸彦会員がご逝去されました。人を笑
わせることが生きがいで、とても温和で優しく誰とでも仲
良くできる人でした。私が入会したばかりで緊張してい
た時、最初に話掛けてくれたのが幸ちゃんでした。釣り
が大好きで一緒によく出かけました。3年前にガンが発
覚し、余命6ヶ月と宣告されたと聞いたときには、どう話
掛けてよいのか悩みましたが、そんなことを察知したの
か、自ら「ガンになった。全部足してレベル１０だ！」と軽く
報告され、幸ちゃんらしいなと思いました。それから大好
きだったお酒も止め、治療に専念しながら「もう最後に
なるから付き合って」が口癖になり、大好きな釣りを一緒
に楽しみ、もう完治したのではないかと思うほど元気だ
ったのですが、今年に入ってから体調を崩し、2月にが
んセンターに入院。昨今のコロナウイルス感染症の影
響でお見舞いにも行けず歯痒い思いをしました。電話
をすると元気に冗談を交えながら会話が出来ていたの
で、退院を楽しみに待っていましたが、願いは叶いませ
んでした。11年間色々助けていただきました。一言では
表せない程、悲しく残念です。
　コロナによる3ヶ月という休会もあり、前例のない出来
事が続き、戸惑いや不安も多く、とても長く忘れられない
1年になりました。クラブ幹事として努力してまいりました
が、まだまだ至らないところもあり完璧な幹事は出来な
かったと思いますが、皆様の支えもあり無事1年終える
ことができました。クラブ運営にあたり山口会長をはじめ、
会員の皆様、親睦出席委員、各委員長様、本当に1年
間ご協力ありがとうございました。


