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★前会長・幹事慰労会並びに新会員歓迎会
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国際ロータリー
第2620地区

●例　会　場／東山荘講堂
●国 歌 斉 唱
●開 会 点 鐘／12：30
●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

●夫人誕生日／７月12日　斉藤礼志君　ご夫人　智子様
●皆　出　席／７月１日　勝又敏雄君（ロータリー歴34年）
　　　　　　　７月１日　戸栗太平君（ロータリー歴25年）
　　　　　　　７月２日　林　　準君（ロータリー歴29年）
　　　　　　　７月５日　望月　茂君（ロータリー歴28年）
　　　　　　　７月６日　豊山徹也君（ロータリー歴37年）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

橋 本 喜 市

会 長 挨 拶

　本日は本年度、最後の例会です。６月30日、年
度の最後まで例会があるのは2016年以来であり
まして、大変うれしく思います。
　さて皆さん、長田吉弘さんが本日をもって退会
されます。クラブ在籍44年と永きに渡り御殿場ク
ラブに在籍して頂きましたので大変残念なことで
す。長田さんの退会届を受けて、６月16日の理事
会において名誉会員について協議いたしました。
名誉会員については、定款、細則に記載されてい
ますが、なかなか判断基準が難しいですので、理
事会にて様々なご意見を頂き、そして一つの方向
性を出しました。今後、本人から退会届が提出さ

れた時点で、クラブ在籍40年以上、クラブに貢献
された方については、時の理事会において承認し、
ご本人の意志を確認したうえで、名誉会員とする、
ということです。また、ケースバイケースがあり
ますので、その時は理事会が最終決定権を持ちま
す。以上のことから、今般、長田吉弘さんの退会
届を受けて、理事会に於いて名誉会員になって頂
くことを決定しました。その後、ご本人にその旨
をお伝えし快く了承して頂きましたことをご報告
いたします。
　今年は早々に梅雨明けしてしまい、連日猛暑が
続いています。皆さん、どうか体調を崩されませ
ぬようご自愛下さい。

会長挨拶用
ＱＲコード
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橋 本 喜 市

会　長

　本年度は、７月１日の例
会をスタートに６月30日の
最終例会まで計48回の例会
が計画されていましたが、コロナの影響が大きく
結局、上半期13回、下半期15回と合わせて28回の
例会しかできませんでした。上半期は７月の第２
例会から９月30日までの約３か月間、緊急事態宣
言の発令、下半期は１月第３例会から３月24日の
再開までのこれまた約３か月の間、蔓延防止措置
の発令と、変異していくコロナの猛威に圧倒され
てしまいました。臼井年度の例会数が34回でした
ので、それをも下回る回数になってしまいました。
　例会が再開されても、東山荘さんのご協力のも
とに、会場のセッティングや食事をお弁当にして、
持ち帰りの方法にするなどして実施してきました。
こんな状態でしたので、各委員会の活動も制限さ
れてしまい、残念ながらほとんど活動できなかっ
た委員会もありました。
　例会も短縮例会が続き、卓話も会員にお願いする
形になり、芹澤プログラム委員長には変更の連続で
ご苦労をかけました。また、雑誌・文献委員会では、
創立当時からの会報集めに尽力いただき、皆さんの
協力の基にまとめていただきました。親睦活動委員
会は、本来の親睦活動ができず仕舞いになり、工夫
をこらした形で行ってもらいましたが、やはりロー
タリーの親睦は顔を付き合わせてこそ真の親睦が図
れるものだと思い、本年度は残念の一言でした。会
員増強においては、コロナ禍でなかなか個人訪問が
難しい状況になり、増強には至りませんでした。鈴
木善明君が転勤のために退会されましたが、後任の
池上司君に入会していただき、プラスマイナスゼロ
で終わるかなと思いましたが、クラブ在籍44年と
永くクラブに貢献して下さいました、長田吉弘先輩
が本年度をもってクラブを卒業されることになり、
残念で仕方ありませんが、名誉会員になっていただ
きましたので、いつでも例会に顔を出して頂きたい
と思います。長田崇君は、お父様の分まで今後頑
張って下さい。
　こんな１年ではありましたが、本年度のクラブ
としての活動を振り返って見ます。
【７月】地区より３日に起きた、熱海土石流災害

への支援金の依頼があり55,000円の支援
金を拠出しました。

【８月】「御殿場・小山フードバンク協議会」よ
り食品募集の案内があり、２日に青少年
交流の家に大胡田君の協力のもと、お米
を搬入。27日に、秋田悦夫青少年奉仕委
員長と渋谷幹事と共に、小山町教育長、
御殿場教育長に「未来への手紙」の件で
校長会での伝達の依頼に伺いました。

【９月】地区より「佐賀、長崎豪雨災害支援金」
依頼があり55,000円を拠出。　　　　　
30日：ガバナー公式訪問がリモートで開
催され渋谷幹事と参加。

【10月】次次年度、ガバナー補佐選出のためパス
ト会長会を開催し、先輩方のご協力のも
と、勝又洋さんにお願いすることに決ま
りました。

【11月】会長幹事会に渋谷幹事と出席。
【12月】16日：クリスマス例会を中止したため、

例会内で親睦活動委員会によるビンゴ大
会を開催。親睦委員会の皆様ありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　
25日：国立中央青少年交流の家オープン
ハウスが開催され、未来への手紙事業と
ポリオ募金で参加。手紙は119通、ポリ
オ募金は18,603円の協力を得ました。

【２月】静岡第２グループのIMも中止となりました。
【３月】３日：「御殿場・小山フードバンク協議

会」に、勝又博文君の協力のもと、東山
荘にお米を搬入。　　　　　　　　　　
24日より例会再開。

【４月】14日：太田ガバナー補佐訪問。　　　　
23日：米山梅吉記念館　春季例祭に４名
で出席。

【５月】14日：新現の会長幹事会。　　　　　　
21日：地区大会、会長幹事会に渋谷君と
２人で日帰り参加。　　　　　　　　　
22日：地区大会、御殿場からは16名の参
加を頂きました。

【６月】２日：クラブビジョンが３年目で策定さ
れました。　　　　　　　　　　　　　
９日：クラブ創立55周年記念例会を開
催。根上眞一さんのお姉さまのお話を、
朗読と映像で紹介しました。　　　　　
16日：一泊例会も残念ながら中止し、勝
又英和親睦活動委員長の計らいでの演奏
会が例会内で開催されました。

　例会回数こそ少なかった本年度でしたが、渋谷
幹事には感謝で一杯です。ほぼ毎日のようにメー

ルで連絡し合い、色々コミュニケーションを取り
ながら休会中の臨時幹事報告や外部との窓口に
なってくれました。約１年半の間、本当にありが
とうございました。また、会計の勝又安彦君、ご
苦労様でした。
　勝又、戸栗両副会長には何かと相談にのっても
らい助かりました。そして、なんといっても各理
事さん、各委員長さん、会員の皆さんの後押しが
あったからこそ、何とか１年を終わることができ
ました。事務局の遠藤さんにはお手数を掛けるこ
とばかりお願いしましたが、いつも笑顔で受けて
頂き感謝でした。
　次年度はウィズコロナでコロナとうまく付き合
いながら、活動をしていかなければならないと思
います。勝又年度のご健闘をお祈りします。



　本日6月30日をもって、
昨年７月１日から、１年

間、御殿場ロータリークラブ幹事の役職を全うでき
ましたこと、会員の皆様には大変お世話になり、感
謝しています。ありがとうございました。
　先週、各委員長へ、活動報告書の提出を依頼しま
した。皆様の早い提出にも感謝します。自分もこれ
も良い機会ととらえて、幹事報告書を作成しまし
た。内容は、2021-2022の活動計画書の年間プロ
グラムを報告書に変更してみました。今日はそれを
書いていて、気づいたコトを話したいと思います。

《例会数》今期予定された例会全48回中、28回開
催、20回の休会、開催率58％。その内、YMCA東
山荘講堂/記念館は23回。
《親睦的活動》予定された親睦事業の全てが中止、
又は、懇親会の無い通常例会スタイルに変更。次年
度は、是非、この環境内でできる親睦事業をしてほ
しいと願います。
《例会運営》１年間で、大きく2回の例会休会期間
があり、まん延防止措置の発表に怯えながら、メン
バーへの休会連絡を数回しました。また、卓話者選
定、食事会場、例会場の件では、プログラム及び親
睦活動委員長には臨機応変に対応して頂き助かりま
した。それに順応して頂いたメンバー諸兄にも感謝
します。
　ロータリークラブの原点は、例会であり親睦であ
ると改めて確信しました。

2022.7.7 Vol.1

　本年度は、７月１日の例
会をスタートに６月30日の
最終例会まで計48回の例会
が計画されていましたが、コロナの影響が大きく
結局、上半期13回、下半期15回と合わせて28回の
例会しかできませんでした。上半期は７月の第２
例会から９月30日までの約３か月間、緊急事態宣
言の発令、下半期は１月第３例会から３月24日の
再開までのこれまた約３か月の間、蔓延防止措置
の発令と、変異していくコロナの猛威に圧倒され
てしまいました。臼井年度の例会数が34回でした
ので、それをも下回る回数になってしまいました。
　例会が再開されても、東山荘さんのご協力のも
とに、会場のセッティングや食事をお弁当にして、
持ち帰りの方法にするなどして実施してきました。
こんな状態でしたので、各委員会の活動も制限さ
れてしまい、残念ながらほとんど活動できなかっ
た委員会もありました。
　例会も短縮例会が続き、卓話も会員にお願いする
形になり、芹澤プログラム委員長には変更の連続で
ご苦労をかけました。また、雑誌・文献委員会では、
創立当時からの会報集めに尽力いただき、皆さんの
協力の基にまとめていただきました。親睦活動委員
会は、本来の親睦活動ができず仕舞いになり、工夫
をこらした形で行ってもらいましたが、やはりロー
タリーの親睦は顔を付き合わせてこそ真の親睦が図
れるものだと思い、本年度は残念の一言でした。会
員増強においては、コロナ禍でなかなか個人訪問が
難しい状況になり、増強には至りませんでした。鈴
木善明君が転勤のために退会されましたが、後任の
池上司君に入会していただき、プラスマイナスゼロ
で終わるかなと思いましたが、クラブ在籍44年と
永くクラブに貢献して下さいました、長田吉弘先輩
が本年度をもってクラブを卒業されることになり、
残念で仕方ありませんが、名誉会員になっていただ
きましたので、いつでも例会に顔を出して頂きたい
と思います。長田崇君は、お父様の分まで今後頑
張って下さい。
　こんな１年ではありましたが、本年度のクラブ
としての活動を振り返って見ます。
【７月】地区より３日に起きた、熱海土石流災害

への支援金の依頼があり55,000円の支援
金を拠出しました。

【８月】「御殿場・小山フードバンク協議会」よ
り食品募集の案内があり、２日に青少年
交流の家に大胡田君の協力のもと、お米
を搬入。27日に、秋田悦夫青少年奉仕委
員長と渋谷幹事と共に、小山町教育長、
御殿場教育長に「未来への手紙」の件で
校長会での伝達の依頼に伺いました。

【９月】地区より「佐賀、長崎豪雨災害支援金」
依頼があり55,000円を拠出。　　　　　
30日：ガバナー公式訪問がリモートで開
催され渋谷幹事と参加。

【10月】次次年度、ガバナー補佐選出のためパス
ト会長会を開催し、先輩方のご協力のも
と、勝又洋さんにお願いすることに決ま
りました。

【11月】会長幹事会に渋谷幹事と出席。
【12月】16日：クリスマス例会を中止したため、

例会内で親睦活動委員会によるビンゴ大
会を開催。親睦委員会の皆様ありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　
25日：国立中央青少年交流の家オープン
ハウスが開催され、未来への手紙事業と
ポリオ募金で参加。手紙は119通、ポリ
オ募金は18,603円の協力を得ました。

【２月】静岡第２グループのIMも中止となりました。
【３月】３日：「御殿場・小山フードバンク協議

会」に、勝又博文君の協力のもと、東山
荘にお米を搬入。　　　　　　　　　　
24日より例会再開。

【４月】14日：太田ガバナー補佐訪問。　　　　
23日：米山梅吉記念館　春季例祭に４名
で出席。

【５月】14日：新現の会長幹事会。　　　　　　
21日：地区大会、会長幹事会に渋谷君と
２人で日帰り参加。　　　　　　　　　
22日：地区大会、御殿場からは16名の参
加を頂きました。

【６月】２日：クラブビジョンが３年目で策定さ
れました。　　　　　　　　　　　　　
９日：クラブ創立55周年記念例会を開
催。根上眞一さんのお姉さまのお話を、
朗読と映像で紹介しました。　　　　　
16日：一泊例会も残念ながら中止し、勝
又英和親睦活動委員長の計らいでの演奏
会が例会内で開催されました。

　例会回数こそ少なかった本年度でしたが、渋谷
幹事には感謝で一杯です。ほぼ毎日のようにメー

ルで連絡し合い、色々コミュニケーションを取り
ながら休会中の臨時幹事報告や外部との窓口に
なってくれました。約１年半の間、本当にありが
とうございました。また、会計の勝又安彦君、ご
苦労様でした。
　勝又、戸栗両副会長には何かと相談にのっても
らい助かりました。そして、なんといっても各理
事さん、各委員長さん、会員の皆さんの後押しが
あったからこそ、何とか１年を終わることができ
ました。事務局の遠藤さんにはお手数を掛けるこ
とばかりお願いしましたが、いつも笑顔で受けて
頂き感謝でした。
　次年度はウィズコロナでコロナとうまく付き合
いながら、活動をしていかなければならないと思
います。勝又年度のご健闘をお祈りします。

《事業／地区関連》2021年12月25日の恒例の
オープンハウスは、従来の２日間から１日間にな
り開催されました。青少年奉仕委員会、親睦メン
バー、根上君にはお世話になりました。
　先月5月22日、久しぶりに大勢で甲府の地区大会
へ参加しました。行き帰りのバス内での懇談は、節
度のある賑わいで良かったです。買い出しの親睦メ
ンバーありがとうございました。
《幹事報告/週報》幹事報告は、例会の回数分と別
に３回の臨時の幹事報告を皆様に送付しました。週
報に掲載された写真では、毎回、私は幹事報告の際
に、ほぼマスク姿で原稿をみている姿での撮影でし
た。それも、幹事報告の時も余裕が無かったかなと
委員メンバーには、申し訳ありませんでした。また
週報の原稿は、毎週の週初め頃に、長島委員長から
原稿チェックのメールが送られてきました。私も委
員長だった時の毎週末に原稿書き込みしていたこと
を思い出しました。また、週報の原稿の件で良く打
ち合わせした１年間でした。
《退会/入会》2/28に鈴木善明君が退会、同じ事業
所から4/21池上司君が入会されました。鈴木君
は、例会休会中の退会でしたので、例会再開後に退
会挨拶をして頂き、良かったと思います。また本
日、長田吉弘君が御殿場クラブを退会し、管沼久さ
んについで名誉会員になられることは大変うれしく
感じました。実は20年前の2002年5月23日の長田
会長の時に、山﨑伊久雄君、斉藤衛君と3人で入会
しました。その年がクラブ創立35周年でした。永
きにわたりロータリークラブで指導やアドバイスを
頂き、ありがとうございました。

　最後に、毎週、皆様を悩ませた私からのメール送
信が無くなります。橋本会長や理事、各委員長、事
務局の遠藤さんや補助の滝口さんとのメールと電話
の送受信が無くなることはさびしいですが、安堵さ
れた方も多いかなと思います。
　本日をもって、幹事のお役目終了となります。ま
だ少し残務整理がありますが、楽しんで行いたいと
思います。
　この１年間、皆様に不行き届き、至らぬ点が多々
あったと思いますが、この場をもってお詫び申し上
げますと共に、これからも引き続きご指導よろしく
お願いします。本当にありがとうございました。

渋 谷 　 一

幹　事



長田　　崇

勝又　　誠
井上　　元
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　３年度続いたコロナで会長・幹事からも報告があった通り、本年もおよそ
半分の予定された例会等が中止となり、家に居所のない私にとっては行き場
所を探すのに苦労した１年でもありました。

　例会などの諸事業を中止、変更する判断は会長・幹事をはじめとして執行部の皆様にとってご苦
労な事であったと思われます。一般的に奉仕団体と思われているロータリークラブは、感染拡大の
一翼を担う活動は控えるべきと考え、事業の変更、中止に至ったという判断は正しいものと評価さ
れるべきと思っています。
　まだまだ市中感染も下げ止まりの様相で、７月の会長幹事
慰労会も、長い間アルコール流通に励んで来られた橋本会長
にとっては寂しいものとなりそうです。
　１年間、ＳＡＡの役務にご協力大変ありがとうございまし
た。又、アシスタントを務められた勝又厚副ＳＡＡに感謝申
し上げます。

ＳＡＡ　勝 又 　 洋

一年を顧みて

55名 52名 47名 90.38％ 100％

会員数 出席者数 暫定出席率出席計算に
用いた会員数

前々回の
確定出席率

6/30の出席報告

6/30のスマイル

欠席者（５名） ※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　クラブ在籍44年の長き
にわたりご貢献いただきました長田吉弘先輩
が６月30日をもってクラブを卒業し名誉会員
となられました。これまでのご功績に深く感
謝申し上げます。

名誉会員
長田吉弘君

１年間ありがとうございました。
　会長・幹事

先日、新聞各紙で会社と私の写真を掲
載して頂きました。小山町のオリン
ピックレガシーとしてデザイン募集に
自社のベンチが選ばれました。ありが
とうございます。渋谷　一君

６月30日付で退会され、名誉会員と
なられました長田吉弘君より超ビッグ
スマイルをいただきました。




