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第2634回 例会プログラム
●例 会 場／名鉄菜館
●開 会 点 鐘／12：30 ●国 歌 斉 唱
●ロータリーソング／四つのテスト
●内
容／会長・幹事・SAA挨拶 会長・幹事・SAA

会 員 慶 事
●会員誕生日／７月１日
●夫人誕生日／７月１日
７月２日
７月３日
７月３日
●皆 出 席／６月25日
６月25日
６月29日

長田
崇君
大胡田明寿 君 ご夫人 幸子様
勝間田太住 君 ご夫人 茂美様
秋田 悦夫君 ご夫人 恵美子様
長田
崇君 ご夫人 久恵様
菅沼 良将君（ロータリー歴１年）
中溝 敬之君（ロータリー歴１年）
長島 和彦君（ロータリー歴４年）

%のアスファルトが入っていますが、再生アスファル

会 長 挨 拶

ト合材は３%程度の新アスファルトと添加剤を加える
ことで、少ないアスファルトでできています。最近で
は再生アスファルト合材の方が新アスファルト合材よ

臼 井 良 太

り多く生産されています。
販売価格はあまり変わりませんが、再生アスファル
トの生産にはプラントなどの設備が必要ですので、ほ

皆さんこんにちは。

ぼ大手の道路会社が行っています。

館での開催で、ここ

国は公共工事で国策として再生アス

に来ると「老酒」が恋しくなります。実に、2020年１

ファルト合材を推奨し、プラント等

月の新年会『年男 大いに語る』以来です。ただその間、

にお金を掛けてでもリサイクルを進

コロナ禍により2019〜2020年度の勝又会長・斎藤幹

めた結果、建設業はリサイクルの優

事慰労会や新入会員歓迎会などが中止となってしまっ

等生になりました。

ており、非常に残念です。今年の９月頃にはすべての
会員のワクチン接種が終わり、普通の生活に戻ること
ができると思いますので、昨年と今年の会長幹事慰労
会をよろしくお願いします。
さて、今日は「建設リサイクル法」について話しま
す。以前は産廃処理について悪く言われていた建設業
界ですが、今ではコンクリート塊のほぼ100%、アス
ファルト塊については100%がリサイクルされていま
す。住宅に関しても分別解体ができていて、建設業は
優等生です。
コンクリート塊は、現場で50cm角程度に割って処理
場へ運搬し、粉砕機で砕石にされ粒度を調整し再生砕
石として再び現場で利用されています。細かい砂は
「再生砂」と言って、水道管や下水管の埋戻しに使用
します。このようなことから、コンクリート塊のリサ
イクル率はほぼ100%と言えます。
一方で、アスファルト舗装工事で発生したアスファ
ルトコンクリート塊は、再生砕石と再生アスファルト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の例会は名鉄菜

会長挨拶用
ＱＲコード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6/24の出席報告
会員数

出席計算に
用いた会員数

54名

51名

欠席者（１名）

出席者数

暫定出席率

前々回の
確定出席率

50名 98.04％ 100％
※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

新入会員
紹介
勝亦敦志

君

よろしくお願いいたします

合材になります。普通、アスファルト合材には５〜６

SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

次 回
７月８日の
例 会

★東山荘講堂 ★12：30点鐘
★前会長・幹事慰労会並びに
新会員歓迎会
親睦活動委員会
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一 年を顧 みて
会 長

臼井良太

町へも20万円を寄付しました。
④12月にYMCA東山荘の所長からの依頼で、いじ
めの問題を 自分事として 向き合う「ピンク
シャツデー」に協賛しました。

今年度のロータリークラ
ブの活動は、新型コロナ

⑤３月に御殿場・小山フードバンク協議会に、１袋
５kg入りの米を40袋寄付しました。

ウイルスの影響で主だった

⑥新型コロナの影響で沼津北クラブのIMが中止と

行事はほぼ破壊された状態でした。勝又年度

なり、記念誌の発行に代える事になったため原

（2019〜2020年度）もコロナ第1波の影響によ

稿を送りました。

り2月27日の例会から休止しましたが、その後少
し持ち直し6月25日の最終例会を開くことができ

⑦９月に定款・細則変更の決議を行いました。定款
細則検討委員会の皆様、ありがとうございました。

ました。そのため、翌7月から始まる新年度

⑧クラブビジョン策定チームより提出された答申

（2020〜2021年度）は順調に活動ができると考

書については、予定の理事会が開催できません

えていました。また、前幹事の斎藤君が作ってく

でしたので、次年度に延期しました。

れた「御殿場ロータリークラブの新型コロナウイ

⑨5月29日に地区大会が静岡市のグランディエー

ルス感染症対策」に基づき、東山荘のご協力を得

ルブケトーカイで開催され、会長・幹事のみで

て食事と会議場所を分離して安全な例会を開く態

参加しました。

勢もとってきました。
しかし、その後コロナの２波、３波、４波など

⑩会員の滝口喜徳君が１月１日にお亡くなりにな
りました。謹んで哀悼の意を表します。

で12月から３月上旬まで休会し、その後再開しま

⑪1967年入会で54年間在籍した小野篤之君が御

したが、再度5月下旬から休会を余儀なくされるな

高齢のため引退しました。ロータリークラブに

ど、まったく考えてはいませんでした。昨年の勝

入会して良かった事を沢山話してくれました。

又年度の例会開催は34回でした。今年度は47回の
計画でしたが、33回しか開催できませんでした。

あらためて今年も新型コロナに翻弄され、親睦

会長エレクトになってからの行事も紆余曲折で

委員会の大きなイベントである『クリスマス例

して、PETSの連絡などは何度も変わり、最終的

会』や『一泊例会』ができなかったことは本当に

にはDVDの配布で行われ、地区研修、協議会も中

残念です。毎月プログラムを作成しても、それが

止になり、その後も第2620地区始まって以来のガ

無駄になってしまうことが多々ありましたが、プ

バナー交代が起きましたが、これもコロナが原因

ログラム委員会の皆様、ご苦労さまでした。また、

だと思います。

会員増強委員会の努力のおかげで２名の新入会員
を迎えることができました。

御殿場クラブの今年の主な出来事は、以下のとお

私の今年度の目標は「健康で安心なロータ

りです。

リー」でしたが、例会の回数が減ったものの、無

①7月に御殿場JCからの要請で「はじまりの花

事に終わることができそうです。数々の問題が発

火」に協賛しました。（東京オリンピックの開

生しましたが、橋本副会長、秋田幹事、渋谷副幹

会日になるはずだった日に花火を打ち上げ、コ

事、井上会計、石川SAA、事務局など、皆様のご

ロナの閉塞感から脱却し、新しい日本を始める

協力により乗り切ることができ、感謝します。中

合図にしようというプロジェクト。）

でも、秋田幹事と斎藤前幹事の間で毎日のように

②８月に社会奉仕委員会より、フードバンクに米

メールのやり取りが行われ、コロナウイルス感染

８俵を寄贈しました。（御殿場市へ5俵、小山町

症対策が出来上がりました。両幹事に感謝します。

へ３俵。いずれも社会福祉協議会経由。）勝又

橋本会長の2021〜2022年度は御殿場ロータ

敏雄君、大胡田明寿君 ありがとうございました。

リークラブの創立55周年になりますので、会員全

③９月に御殿場市コロナウイルス感染症対策推進

員で協力して行っていきたいと思います。橋本会長、

基金へ使用用途を限定して50万円を寄付。小山

渋谷幹事、勝又・戸栗副会長の御健闘を祈ります。
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間に未来への手紙を進めていただいた青少年奉仕

幹 事

委員会、ロータリー財団委員会、変則に追従して
発行してくれた会報委員会、着々とビジョン策定

秋田

敬

に取り組んでいただいたビジョン委員会を始め各
委員会がいろいろ考えていただきましたこと、ま

臼井会長が「健康で安心
なロータリー」を掲げて、

たイレギュラーの中、タイムリーなアドバイスを
頂きました先輩の皆様に感謝申し上げます。

本年度がスタートしました。47回を予定しましたが
33回の開催となりました。

１年間、たいへんありがとうございました。

終始「例会を開くか休むか」に翻弄された１年
でした。会員全員へのFAX連絡が大変多かった年

SAA

度でした。その連絡の中に１月１日にご逝去され
た滝口喜徳様の訃報もありました。

石川又英
・12月 ソプラノ歌手松田希世さんによるクリス
マスミニコンサート
・５月
・５月

会長、幹事のお話にも

東山荘の滝口敦子さんの「御殿場RCとと

あったとおり、今年度は例

もに」の卓話

会の回数も減りましたし、出席に関してもSAAが

早朝例会恒例の日本野鳥の会、菅常雄さ

あまり関与できる状態にはなかったと思います。

んの卓話

そんな中でも皆さんのお陰で１年を過ごすことが

の３回を除きすべて会員卓話としました。

できましたが、来年度もこんな状態が続くのかも

理由は２つ

しれません。皆さんには是非ともお体にご留意い

①新型コロナウイルス感染拡大防止により、例会

ただき、病気にならないようにすることが一番重

を訪れる招待卓話者のためにも、会員の為に
も、極力接触を避けるため。

要だと思います。
この1年間、SAAらしいことはほとんどでき

②いつ特別休会になるかわからない情勢で、卓話

ず、皆さんの健康状態の方ばかり気になっていま

を予定していただいた方にご迷惑をお掛けする

した。それでもここまで無事に来ることができま

ことになる可能性があるため。

したので、来年度の勝又洋SAAにバトンタッチを
したいと思います。１年間、ありがとうございま

会員数は55名でスタートし、小野篤之様が退

した。

会、滝口喜徳様がご逝去、森田義彦君が入会、そ
して本日勝亦敦志君の入会を経て当初の55名で次
年度に移行することができました。
東山荘所長の森田義彦君の入会は昨年度ほぼ全
て手続きが済んだ状態での今年度入会がかない、

6/24のスマイル
❶３人目の曾孫が誕生しました。増々年が重なりま
す。
（稲葉博之君）

勝亦敦志君の入会には、会員増強委員会、推薦者

❷ やっとメールが 開通しました。東山荘の滝口さ

のご両方、会員選考委員会、職業分類委員会、

ん、メンバーの斎藤衛君、勝又安彦君、豊山徹也

ロータリー情報委員会、理事会、そして会員全員

君、勝又英和君ありがとうございました。

のご協力と同意をいただきかないましたことに感

（稲葉博之君）

謝しております。

❸１年間ありがとうございました。
（臼井良太会長・秋田敬幹事）

この情勢下ならではのフードバンク等への寄付

❹８番目の孫が誕生しました。
「ガッツ石松」に似て

に奔走していただいた社会奉仕委員会、変更続き

いますが、女の子は本当にかわいい、鳴き声までか

に対応していただいたプログラム委員会、懇親行

わいい。どうもこれで打ち止めらしいので、ひ孫の

事が開けない中、少しでも親睦に因んだ企画に知

誕生を待ちたいと思います。その時には、ビッグス

恵を絞っていただいた親睦活動委員会、コロナの合

マイル致します。
（戸栗太平君）
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最終例会プレゼント！

地区大会参加報告

今年も新型コロナの影響を色濃く受けた一年でした。
しかし、今期の最終例会が元気に終われるよう、親睦
委員会で「最終例会プレゼント！」と銘打った楽しい
企画が行われました！

５月29日に静岡市のグランディエールブケトーカイ
にて、
「第2620地区 2020〜2021年度地区大会」が開
催されました。
今年は新型コロナの影響でリアルとオンラインのハ
イブリッド開催となり、会場には臼井会長と渋谷副幹
事のみが出席し、会員はライブ配信を視聴するかたち
となりました。コロナに災いされた今年の地区大会で
したが、多彩な演出により短い時間で中身の濃い大会
となりました。またその中で2620地区全クラブの紹
介VTRも放映され、映像越しではありますが、各クラ
ブの元気な姿を共有することができました。

豪華景品

景品目録

いざ抽選！

おめでとう
ございます！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆出席の皆様

ポール・ハリス・フェロー
認証受賞

石川又英君（２回目）

長田富夫君（１回目）

５月16日
５月23日
５月23日
５月23日
５月26日
５月30日

久保田勇輝君（ロータリー歴２年）
斎藤
衛君（ロータリー歴19年）
渋谷
一君（ロータリー歴19年）
山﨑伊久雄君（ロータリー歴19年）
勝又 博文君（ロータリー歴27年）
石川 又英君（ロータリー歴28年）

６月１日
６月１日

勝又
山内

６月７日
６月７日
６月９日
６月12日

勝又
淳君（ロータリー歴３年）
長田
崇君（ロータリー歴３年）
井上
元君（ロータリー歴16年）
勝間田太住君（ロータリー歴18年）

安彦君（ロータリー歴15年）
強嗣君（ロータリー歴15年）

会員誕生日

司 会
芹澤隆博君

出席報告
勝又安彦君

国際ロータリー第2620地区

５月24日
６月11日
６月17日

長谷川雅也君
勝又
厚君
長島 和彦君

６月21日

森田

義彦君

橋本
渋谷

喜市
一

長島

和彦

