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第２248回例会 2019.6.13晴

今晩は、例会挨拶は第4週がサヨナラ例会になりますので本
日ご挨拶をさせて頂きます。
6月になり早半月になります。梅雨に入り毎日が憂鬱な日が続
きます。
最近は、この時期から局地的な大雨が降り甚大な被害をも
たらす災害が多くなっております。
昔から伊豆半島は、東京都の1，3倍の雨が降り太古の昔から
暴れ狩野川と言われてきました。現在61年前の狩野川台風
の被害を想定して現在、狩野川、黄瀬川は堤防の強化事
業、築堤工事が盛んにおこなわれています。住民の安全で
安心できる生活環境を守るためにも強く要望をしていきたい
と思います。
さて、次年度幹事の佐々木さんは、6月6日に正式に退会が承
認されました。今年度の1月より一緒に計画を策定してきた故
に残念でありません。これからの前途を心より期待していきた
いと思います。
さていよいよ新年度まで半月となってきました。次年度の委員
長さんには、事業計画を提出をしていただきありがとうござい
ました。
本日は臨時総会、クラブ協議会を予定しております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

幹事報告 幹事　前田博利君

①本日、臨時総会、クラブ協議会です。
②次回例会は６月２７日、例会時間、例会場が変更です。
富嶽はなぶさの場所も変更になっておりますので、間違い
ないようお願い致します。

欠席者　芦川君、内田君、木村君、窪田君、佐々木君、
　　　　鈴木（正）君、千葉君、野田君、森藤君、和田君

出席報告
出席総数

前々回 29/41 70.73% 30/41 73.17%
35/45 77.78% 49名会員総数今 回

出 席 率 メ ー ク
ア ッ プ

修 正
出 席 率



 

ＳＡＡ 　鈴木郁夫君

当初は私、花房さん、柴崎さん、大石さん、赤池さんの５人の
メンバーでスタートしましたが、大石さんが途中退会されたの
で４人で運営いたしました。
赤池さんが選挙に出られたときには実質３名、特に理事会が
あるときには私と、柴崎さんが理事会に出席したので、運営
準備が十分でないときがありました。

「三島西ロータリークラブの親睦を基調とした伝統を継承し、
本年度会長の基本方針を踏まえ、例会時の会場監督である
という立場を自覚し、和やかの中にも規律ある例会の運営に
努める。」という基本方針のもと、例会でスムーズで効率的な
運営を行えるように、例会前日までに，ＳＡＡメンバー、会長、幹
事、親睦委員長、宇都宮さん等に主にメールで連絡を行い、
年間スケジュールの変更、テーブル配置換えの場合には変
更内容を連絡、印刷物がある場合には宇都宮さんに事前に
依頼しました。

反省すべき点が多々あり、準備不足が露呈してお見苦しいと
ころがありましたが、会員の皆様のご協力、寛容の精神で救
われ、おおむねスムーズに運営することができたのではない
かと思います。

一年間、本当にありがとうございました。

クラブ協議会

会員増強維持委員会 委員長　野田和秀君

今年度佐野会長方針により、会員数５０名を目標に進めてき
ました。内訳は、入会７名退会３名（３名とも交替）の純増４名
ですが、田熊会員と佐々木会員の今期中での退会が予定さ
れていますので、来期は４７名でのスタートになりそうです。会
員の皆様と委員の方々のご協力のお陰で地区目標（２名）の
２倍の純増が果たせましたこと、心から御礼申し上げます。
先日の新旧理事・役員会の席で、３年後の当クラブの創立５０
周年の際には、何としても５０名体制で臨みたいとの話が出
ました。その為には、今後は５０名以上の目標を掲げていく必
要があろうかと思いますし、当初お話ししたように会員維持
の方にも、更に気を配っていかねばならない、と思います。
今年度未達の罪滅ぼしの為に、時期尚早との返答を頂いた
入会候補者の方へのフォローを引き続き行っていく所存で
す。「魅力づくり」は企業もロータリークラブも同じです。一歩
ずつ前進させていきましょう。
この一年間、本当に有難うございました。

クラブ広報委員会 委員長　伊丹秀之君

1年間皆様のご協力により週報を例会日にお届けする事が
でき、感謝いたしております。
委員会は基本方針に沿って活動してまいりました。わがクラ
ブが実施している活動内容が広く多くの人達に理解を深め
たと思います。
広報委員会のメンバーのご協力、又、事務局の支援に感謝
いたします。

クラブ管理運営委員会 委員長　森崎祐治君

今年度のプログラムに関しては、例会開催が月３回になった
ことが大きな変化であり、皆さんが開催日を間違えないように
毎月の開催案内を確実に伝えることに留意しました。
そのために翌月の開催予定を全会員にFAXで案内しまし
た。８月からは翌々月も入れて２か月分の開催案内をFAXす
るようにしました。プログラムは今年度日程変更が３回ほど生
じましたがFAX案内もあって卓話も含め特に混乱もなく案
内、準備ができたかと思います。
出席率は上半期89.3％でしたが下半期は2月と5月の月平均
が80%を割り年平均の出席率は上半期の平均を下回る見
込みです。例会数が減った分出席率を向上させクラブがより
活性化するようさらに工夫が必要かと思います。来年度も出
席率向上よろしくお願いします。
本年度も会長、幹事、委員、事務局をはじめクラブの皆様の
ご協力により何とかお役目を果たすことができました。ありがと
うございました。

ロータリー情報委員会 委員長　矢岸克行君

１．今年度は7名の新会員を迎えました。11月に第1回目の勉
強会を開催し、会長・幹事・推薦者等 と々ロータリー会員の特
典、そして義務について説明しました。後期に入会した会員
の方について、年度中に第2回勉強会を予定しています。
２．地区大会、地区研修・協議会に参加し情報の収集に努め
た。



 

職業奉仕委員会 委員長　藤江康儀君

活動報告
1.10/22　委員会開催（職業奉仕月間について）
2.1月第４週目卓話　現地集合解散（食事後、見学予定）
3.現場見学・・・須田会員(株)エスアイジ－（現場見学システム
あり）
4.事前に会社概要説明（本人説明・資料配布）
5.食事（エスアイジ－従業員とダブッてしまうため事前に済ま
せて集合）
6.駐車場（遠藤クリニック、木曜休診のため）

 

国際奉仕委員会 委員長　西本和夫君

〈メンバー〉委員長　西本和夫　副委員長　宇田川茂
　　　　 委員　関本照文・遠藤正幸・田熊幸代  
 　　　 遠藤武子・川名正洋の合計７名  
〈活動報告〉 
2018年９月 ２日　社会奉仕・国際奉仕合同セミナーに参加 
１２月１２日　台湾苗栗東南ＲＣ創立２０周年式典へ２３人で参加
2019年３月２１日～１週間
　交換研修中学生を台湾苗栗市へ８人派遣、引率  
３月２３日
　台湾苗栗ＲＣ４８周年記念式典へ交換中学生を含む１９
　人で参加      
４月２２日
　台湾苗栗ＲＣの会員と関係者２１人の公式訪問を受けました 
５月１９日　三島市国際交流フェアーへの参加   
〈寸評〉本年度は１２月に台湾苗栗東南ＲＣの記念式典があ
り、３月の台湾苗栗ＲＣの記念式典には例年ほどの参加人数
にはなりませんでしたが会員並びにご家族と関係者のおか
げで無事に納める事ができました。台湾苗栗ＲＣの公式訪問
の時は急な来日でしたが会員の皆様で心温まる 「おもてなし
」をして戴きました。今後は姉妹クラブ、友好クラブとのゴルフ
コンペ等で親睦を深めるのも良いと思います。委員会の目標
であった若年層の参加は叶いませんでした。   
次年度以降に期待したいと思います。 

社会奉仕委員会 委員長　平出利之君

10月13日（土）13：00～15：00　日清プラザにてエンド・ポリオの
街頭募金を三島・せせらぎ・三島西RCと日大三島高・知徳
高の学生と共に行いました。また、三島西RCとしても例会で
募金を集めさせて頂きました。
10月21日（日）快晴の元、見晴らしフェスティバルに参加をし
ました。前日の北上プラザの準備から大勢のメンバー・ミセス
ロータリーの方々にご協力を頂きまして、ありがとうございま
した。当日は６５０人分の豚汁・焼き鳥・ジュース、それから伊
豆フェルメンテ提供の甘酒すべてが残らず配られ、西本さ
んのご厚意で絵画コンテスト入賞者の景品を提供させて頂
きました。
4月18日（木）盲導犬育成センター「富士ハーネス」に佐野会
長・委員会メンバー計６名で行って来ました。まず施設を見
学してから約40分間のデモンストレーションを見て、3万円の
寄付をして来ました。目の不自由な方は約3000人日本におら
れるそうですが、それに対して盲導犬の数は941頭しかい
ないそうです。これから先も協力していく必要があると感じ
ております。

親睦活動委員会 委員長　栗原達治君

１．委員会構成：委員長　栗原達治　　副委員長　加藤憲勝
委　員　佐々木雅浩　鈴木正二　諏訪部敏之　千葉慎二　
前田房江　松本邦夫　室伏勝宏　秋元　稔　内田泰宏　
和田光雄　八木真樹　森藤　賢　板倉千成　計14名
２．活動テーマ：「交流」
３．活動方針　：それぞれの会員及び会員家族の親睦の充実を
はかり、SAAと連携の元楽しいクラブ作りに努める。
４．活動報告　：　
８月２５日(土)　親睦家族例会BBQ　（例会日、例会場変更）
　　　　　　大人４２名　子供１１名の参加
                   スイカ割　花火を実施
１２月２０日（木）クリスマス忘年家族例会（例会時間・例会場変更）
　　　　　　85名参加(内会員40名)　　　　　　　　　　
１月１０日（木）４クラブ合同新年会（ホスト：三島西RC）
　　　　　　参加者事務局含め132名参加(三島西42名)
６月２7日（木）サヨナラ例会（例会時間・例会場変更）
　　　　　　富嶽はなぶさにて実施予定
　　　　　　6月11日現在参加者47名
テーブル会　年4回　3回終了　今月中に4回目完了予定
夜間例会に飲み物の提供　１回終了　　　　　　　　　　
　苗栗RCの公式訪問などあったため回数が減少した。
５．年間の反省
例会数が少なくなっているが、打ち合わせの必要な行事が本年
は多く(忘年家族例会・４クラブ合同新年会）メール等による打ち
合わせが多くなっている。(SAAからは例会日前に必ずメールが
届き、非常に助かっています)例会数減に伴い、スマイルをする
機会も減っています。何らかの対策が必要だと思われます。
一年間、皆様のご協力に深く感謝いたします。



ロータリーはファミリーだ

（週報担当：三田明宏）

ただ今から、欠員になった次年度理事（幹事）の決定に
ついて、臨時総会を開会します。総会の定足数はクラブ
細則第１条４にクラブ会員総数の３分の1と定められてい
ます。本日の出席者は先ほどの出席報告のとおり３５名で
あり、これを満たしておりますので、総会は成立いたしま
す。
昨年１１月の臨時総会において選考方法を会長一任の
承認をうけて、会長は指名委員として現在の理事及びパ
スト会長の遠藤正幸さん、矢岸克行さん、亥角裕巳さんに
委嘱しました。
クラブ細則４条第１節により会長が議長を務めます

議長登壇

矢岸指名委員から発表　理事（幹事）藤江康儀さん
議長　いかがでしょうか？ご承認いただけるようでしたら、
拍手をお願いします　　　（異議なし）
ありがとうございます。
　以上をもちまして議長の任を解かせていただきます。ご
協力ありがとうございます。
これをもちまして、臨時総会を終了いたします。

臨時総会

柴崎君、秋元君
米山君、田熊君、平出君、
前田（房）君、柴崎君
米山君、三田君
米山君、窪田君、和田君、
椙山君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日

奥様誕生日
結婚記念日

◆2018～19年度理事役員、佐野年度理事役員会も本日を
入れて2回の例会で無事帰港となります。1年間大変お世
話になりました。

◆諏訪部（敏）君、まだ生きてます。テレビの高齢者運転の批
判に耐え、必死で運転しています。

◆室伏君、令和元年5月1日から会長に昇格しました。心身と
もに快調です。
◆古屋君、すみません、早退します。

ロータリー財団米山委員会 委員長　柴崎恵子君

[ロータリー財団]
 ・年次寄付　　前期　＄3000.  後期　＄2000.
   多額のご協力をしていただきました。
　2620地区目標：寄付ゼロをゼロにする。
　この目標を達成できました。
・ベネファクター
　下期に１名＄1000. 寄付を原久一副会長にご協力して頂き
　ました。 こちらも地区目標１名達成できました。
・地区補助金　
　補助金取得申請をし¥287000.を取得いたしました。
　補助金はクラブ予算と合わせ苗栗RCとの交換研修中学
　生派遣事業に全額使われました。

[米　　山]
・米山記念奨学会寄付　前期¥220,000. 後期¥200,000.
    ご協力して頂きました。
・米山梅吉記念館　　　
　賛助金をクラブ予算から¥135,000.納入いたしました。
　春季、秋季例祭に参加いたしました。
　米山梅吉記念館創立50周年記念事業が2019年9月14日
　東レ総合研修センターで開催されます。
 ・米山月間　　　　　  
　3月7日に米山奨学生SURYADIさんに卓話をして頂きました。
　
多大なご協力を頂きありがとうございました。


	２２４8表
	２２４８－２
	２２48－３
	２２48－４

