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■■　本日のプログラム　■■

■ クラブフォーラム⑦クラブ管理委員会■

■　新型コロナ対策について　■

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com
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今日新型コロナウィルス感染症に関して、国税庁

は様々な税務上の取り扱いをしています。今日はそ

の一部ですがご紹介したいと思います。

今年、所得税の確定申告が3/16から 4/16に延長

されたことは皆さんご存じだと思います。法人の場

合でも、例えば役員や従業員が感染したケースや、

顧問税理士が感染したケースでも申告期限の延長が

可能です。また、個別の理由だけでなく感染症の影

響を受けて申告が困難であれば、延長が認められま

す。なお、法人の中間申告や所得税・相続税の申告

についても同様に延長ができます。

納税猶予についても新たな制度が設けられまし

た。

今年の2月から来年1月までの期間で、売上が前

年度20％以上減少している月があり、一度に納税が

困難であれば、1年間納税が猶予されます。この

20％以上の減少している「ひと月」について、この

ひと月の取り方は、別に1日から31日である必要は

なく、例えば4月15日から5月14日までというよう

なケースでも良いとされています。

その他、自社製品を、学童保育施設や社会福祉施

設などに寄付した場合、通常ですと寄付金扱いとな

り経費とならない場合もありますが、感染症対策の

一環であれば経費となり、マスクなどを取引先に無

償提供した場合も、その費用が経費となります。ま

た、役員報酬の減額は、急激な業績悪化等の場合で

ないと認められませんが、その可能性が予測される

場合も可能となりました。従業員に対するお見舞金

も所得税が非課税となる場合もあります。これは、

心身あるいは資産に損害があり、常識的な金額で、

給与の性格でなければ該当します。但し、慶弔規定

を改訂する必要があります。

さて、例会を休止としていた各ロータリークラブ

も、今月になって開催し始めたようです。今日は、

新型コロナウィルス感染症対策についてのクラブ

フォーラムです。植松クラブ管理委員長、よろしく

お願いします。

6月のプログラム

1357回 12:30
06月11日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　クラブ協議会⑤
次期会長・幹事・各委員会
次年度活動計画　新旧理事会

1358回 12:30
06月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  地区研修・協議
会DVD鑑賞　次年度会長・幹事

1359回 12:30
06月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会　
会長・幹事　1年を振り返って

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1356 回 25 名  19 名 -   76.00 ％

1354 回 26 名  18 名  1名   73.07％

●欠席者( 6 名)

　神尾栄一、本村文一、下田朗弘、下原満知子、杉

　山惠嗣、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　重光　純（6/4　北海道2500ロータリーEクラブ）

●スマイル報告

1.鈴木良則：誕生日のお祝いありがとうございます

　　　入会記念日のお祝いありがとうございます。

2.重光　純：誕生日のお祝いありがとうございます

3.久松　但：植松委員長、よろしくお願いします

4.成田みちよ：クラブ管理運営委員会の皆様、本日

　は、宜しくお願いします。

会　　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 山本宜司

◆◆第1356 例会　会長挨拶◆◆

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ



2

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　ございません。

2.連絡事項

①次週6/11に新旧理事会がありますので、理事の方

　は出席及び協議資料の提出をお願いします。

クラブフォーラム

　　　

　新型コロナ対策について

　　　　クラブ管理運営委員長　植松　正　

　本日のフォーラムは、新型コロナウイルス感染拡

大の影響や対策について、会員皆様のご意見を賜り

ました。

　新型コロナウイルス感染症は2019年12月以降、中

国湖北省武漢市を中心に発症し、短期間で全世界に

広がりました。日本国内でも6月3日時点で確認され

た感染者は約17千人にのぼり900人が命を落とされ

ています。

　静岡県内においては累計77名の感染者が確認され

ています。そのような状況のなか、県内では4月16

日に緊急事態宣言が発令され（5月14日解除）、一

部業種によっては休業要請を強いられたことから、

我々の生活・事業においても影響を及ぼしておりま

す。

会員皆様からの発言内容の一部を要約しました。

(1)コロナウイルスの拡大の影響

・宿泊や飲食関係は、来店客数の減少が顕著でGW期

　間中の休業要請の影響は大。休業要請明けもなか

　なか回復しない。

・建設関係は、インフラ関連を中心に工事は継続さ

　れているが、相手先の状況により受注内容に影響

　が出始めている。

・医療関係では、学校検診がストップしたほか、

　診療科により影響が異なるようで内科や小児科は

　患者数が減少している。

・不動産関係は、休業要請を受けたテナントから、

　時限的な賃料減額の要請を受け協議中。

(2)対策と課題

・テレワークは、社内や業界内の会議に活用される

　にとどまり、思うほど活用されていない。

・沼津港周辺は引続き休業中も多く、対策はこれか

　らとの印象。

・持続化給付金の申請先は多く、会計事務所は関連

　業務で多忙。

　今後のロータリー活動についての議論は、時間の

関係で進みませんでしたが、例会については３密を

避けつつ従来のスタイルを維持しながらも、再度の

感染拡大に備えリモート会議について検討していき

たいと考えております。
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● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

第91期棋聖戦五番勝負は、6月8日第一局が東京

の将棋会館で行われ、藤井聡太七段が渡辺明棋聖に

勝利しました。藤井聡太七段は、屋敷伸之四段の17

歳 10か月24日よりも4日早く史上最年少でタイト

ル戦の挑戦者となりました。この棋聖戦の第三局

は、例年沼津倶楽部で開催され、大盤解説会も沼津

市若山牧水記念館で行われています。第三局は中盤

の重要な局面で、昨年は豊島将之棋聖を渡辺明二冠

が破って王手を掛け、このあと新潟で行われた第四

局で渡辺明二冠が勝利して棋聖を獲得しました。

今年も、6月 27日に沼津倶楽部で第三局が行われ

る予定でしたが、新型コロナウィルス感染症のため

挑戦者決定戦の開催が遅れ、第一局も6月にずれ込

んだため、第三局は7月9日東京の将棋会館で行わ

れることとなりました。

沼津で第三局が行われるようになったのは、千本

の乗運寺の住職が沼津倶楽部を知らせるべく誘致し

たことによります。毎年開催日前日には、沼津リ

バーサイドホテルで前夜祭が開催され、棋聖、挑戦

者とともに2時間ほどの着席でのパーティーが開か

れます。私も3回ほど参加しましたが、参加費を支

払えばどなたでも参加でき、また出席した方々は、

棋聖あるいは挑戦者との写真撮影や名刺交換などを

行いながら楽しんでいます。ただ、300名という限

定のため、先着順となっています。

今年も新型コロナウィルス感染症が無ければ、藤

井聡太七段も沼津を訪れ、26日の夜には沼津リバー

サイドホテルで多くの方々と一緒に時間を過ごせた

かと思うと、とても残念です。来年以降の沼津倶楽

部での開催は決まっていませんが、またこのような

イベントが行われることを夢見ています。

さて、本日は、次年度活動計画のためのクラブ協

議会です。植松次期会長、山田次期幹事よろしくお

願いします。

6月のプログラム

1358回 12:30
06月18日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  地区研修・協議
会DVD鑑賞　次年度会長・幹事

1359回 12:30
06月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会　
会長・幹事　1年を振り返って

7月のプログラム

1360回 12:30
07月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負　会長・幹事・副会長

1361回 12:30
07月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  外部卓話　　　
竹本あゆみ氏　沼津市民児協前主
任児童委員連絡会長　理事会②

1362回 18:30
07月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  前年度会長・幹
事慰労会

7月23日(木) 祝日休会

1363回 12:30
07月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブ協議会①
前年度事業・決算報告

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1357 回 25 名  23 名 -   92.00 ％

1355 回 26 名  19 名  0名   73.07％

●欠席者( 2 名)

　神尾栄一、渡邉勝也

●他クラブへの出席者

　重光　純（6/11　北海道2500ロータリーEクラブ）

●スマイル報告

1.下原満知子、2.山本宜司、3.頴川ゆう子：誕生日
　のお祝いありがとうございます。
4.頴川ゆう子：家族の誕生日のお祝いありがとうご
　ざいます。

会　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 山本宜司

◆◆第1357 例会　会長挨拶◆◆

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

2019～2020 年度

第29巻 33号
2020年 06月 11日

■■　本日のプログラム　■■

■クラブ協議会 ⑤　■

■　次年度活動　■
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5.久松　但：植松次期会長、山田幹事、宜しくお願
　いします。6.成田みちよ、7、植松　正、８.山田
　和典、9.鈴木良則：本日のクラブ協議会宜しくお
　願いします。
10.下原満知子：長い間お休みしました。元気になり
　ました。ありがとうございました。
11.芹澤和子：下原さん、お久しぶりです。うれし
　いです。
12.成田みちよ：下原さん、例会出席、ありがとうご
　ざいます。大変うれしいです。
13.下田朗弘：しばらくお休みして、申し訳ありませ
　んでした。
14.鈴木和憲、杉山恵嗣：所要につき、早退させてい
　ただきます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等
①富士宮RC6月15日（月）特別休会　
   MU:11:30～12：30　クリスタルホール　パテオン
②富士山吉原RC　6月18日（木）新型コロナウイルス
　の感染拡大防止対策として休会　MUなし
2.連絡事項
①本日は、新旧理事会がありますので、理事の方は
　宜しくお願い致します。

     　　　　 理　事　会　報　告　

現理事会：協議事項

①新型コロナウィルス感染拡大予防対策費の件

・6月25日さよなら例会で、会員全員に渡す→承認

②米山奨学生カウンセラー鈴木和憲君謝礼の件

・1年間カウンセラーとして米山奨学生のお世話をし

　て頂いたお礼を6月25日さよなら例会で渡す→承認

新理事会：協議事項

①7月度例会プログラムの件　クラブ管理運営委員長

　山本 宜司 君　添付資料を説明　→　承認

②7月度・8月度 座席表の件　SAA 本村 文一 君

　委員会別の席次とした　→　承認

③前年度会長・幹事に対する慰労金支給の件

・前年度と同じく商品券にて支給する。→　承認

④会員入会記念・会員誕生日・家族誕生日のお祝い

　の贈り物について

・会員入会記念　コンパクトふくさ           

・会員誕生日　　ライト付モバイルバッテリー

・家族誕生日　　緑香苑様よりお届け(花束又は鉢植

　え)  →　承認

⑤前年度会長・幹事慰労会（7/16ニューウェルサン

　ピア沼津）の予算について

　添付資料を説明、余興については、芹澤和子君、

　山田君が担当　→　承認

・日時：7月16日(木）18：30～

・会場：ニューウェルサンピア沼津

⑥地区ロータリー財団セミナー(7/19グランシップ)

　の交通費支給について　実費交通費を支給→承認

⑦鈴木良則君の出席規定の免除申請の件　→　承認

⑧芹澤貞治君の出席規定の免除申請の件　→　承認

⑨事務局員（川口さん）給与について　現状維持と

　する　→　承認　　　　

クラブ協議会

　植松次年度会長　　　　　　山田次年度幹事

　クラブ協議会「次年度活動計画」

　　　　　　　　　　　　次年度幹事　山田　和典

　本日のクラブ協議会では、次年度活動計画につい

て、次年度会長及び各委員長より説明報告を行いま

した。

　始めに、植松次年度会長よりクラブ方針について

説明がありました。次年度のクラブテーマは、「成

長を実感しよう～3つの扉を開く」です。次年度は当

クラブも創立30周年を迎えます、その記念すべき1年

をクラブとして、会員個人として成長を実感できる

ものとしたいという思いがこめられています。具体

的には、「奉仕のアイデアを実行する機会」「友情

の絆を築く機会」「リーダーシップを高める機会」

の3つの扉を開くことです。

　次年度のメイン事業としての、30周年記念式典、

新たに創設するサッカー大会または会員数30名の達

成や理事メンバーにおいては積極的に若手会員に担

っていただくことでそれぞれの機会において成長を

実感できる1年としていきたいとご説明いただきまし

た。　次に各委員会の事業計画の説明です。クラブ

管理運営委員会の山本委員長、公共イメージ委員会

の下田委員長、会員増強委員会の久松委員長、奉仕

プロジェクト委員会の杉山委員長ロータリー財団委

員会の重光委員長、次期S・A・Aの本村君の順にご説

明いただきました。

　また、次年度予算については、副会計の成田君に

代理報告をしていただきました。結びに植松次期会

長の講評として、各委員長におかれましては、昨今

のコロナウイルスの影響で例会がまともに開催でき

ない中での計画の作成に対し、感謝を申し上げたい

旨の話があり閉会となりました。

　次年度は、まだまだコロナウイルスの影響があり

、例会開催や事業計画の進捗に予断をゆるさない状

況が続くと思われます。30周年記念式典の成功と事

業計画の推進には、理事の皆様をはじめ、全会員の

皆様のご協力が不可欠であります。

　何分、不慣れな点はございますが、全力で務める

所存でございますので、皆様、どうぞ暖かいご支援

の程、宜しくお願い申し上げます。　
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■■　本日のプログラム　■■

■地区研修・協議会 DVD鑑賞　■

■　次年度会長・幹事　■

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

 

　新型コロナウィルス感染症対策のため、外出自粛

が叫ばれましたが、これにより世界中で普及したの

がテレビ会議システムです。いくつかのシステムが

ありますが、主なものに Zoom と Teams があります。

このうち Zoom は、もともと創業者で中国山東省出

身のエリック・ユアン氏がガールフレンドと遠距離

恋愛になり、年 2 回電車で 10 時間かけて会いに行っ

ていたところ、大学 1 年生の時に離れていても会話

ができる方法がないかと思い Zoom を考え付いたと

いわれています。Zoom が広まったのは、世界中の教

育関係者に無料で公開したことによります。今でも

30 分無料で使用でき、クラブ内でも名古良輔会員を

中心に 6 人程度でしたが、実施したことがあります。

Zoom がアメリカナスダックに上場したのは、2019

年 4 月ですが、2011 年の設立当初は資金提供してく

れる株主も見当たらず、親戚や友人から借金をして

会社を作ったため、株主には無名な人ばかりでした

が、上場 1 年後に時価総額が 6 兆円を超えることな

ど、誰が予想したでしょうか。結果、出資者は、新

型コロナウィルスの世界的な広まりにより、莫大な

利益を得たことになります。

　一方、Teams は、Microsoft Office 365 に添付されて

いるソフトで、大手企業などで旧 Office 365 を使用

していたことから普及しました。もともと Web 会議

の代表としては Skype がありましたが、2011 年にマ

イクロソフトに買収され、この旧スカイプ・テクノ

ロジー社は、現在ではマイクロソフト社の一部門と

なっています。なお、Skype は、2021 年 7 月末にサ

ービスを終了する予定で、1 年後には完全に

Microsoft Teams に移行します。Teams が普及したの

は、Excel や Word、PowerPoint などの Office ソフト

との連携が取りやすく、マイクロソフト社の製品と

いうことでセキュリティへの信頼性からで、企業を

中心に利用されているようです。

　　さて、本日は、次年度の地区協議会 DVD の視聴

会です。植松次期会長、よろしくお願いします。

6月のプログラム

1359回 12:30
06月25日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　さよなら例会　
会長・幹事　1年を振り返って

７月のプログラム

1360回 12:30
07月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負　会長・幹事・副会長

1361回 12:30
07月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  外部卓話　　　
竹本あゆみ氏　沼津市民児協前主
任児童委員連絡会長　理事会②

1362回 18:30
07月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  前年度会長・幹
事慰労会

7月23日(木) 祝日休会

1363回 12:30
07月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブ協議会①
前年度事業・決算報告

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1358 回 25 名  21 名 -   84.00 ％

1356 回 25 名  19 名  0名   76.00％

●欠席者( 4 名)

　頴川ゆう子、神尾栄一、芹澤和子、下原満知子

●他クラブへの出席者

　植松　正、山田和典（6/13　会長幹事会）

会　長 久松　但 幹　　  事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 山本宜司

◆◆第 1358 例会　会長挨拶◆◆

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

2019～2020年度

第29巻 34号
2020年 06月 18日
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●スマイル報告
1.名古良輔、2.内田逸美：入会記念日のお祝いありが
　とうございます。
3.成田みちよ、4.鈴木良則：本日は、植松次年度会長、
　宜しくお願いします。
5.本村文一：所用につき、早退させていただきます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　ございません。

2.連絡事項

①7月16日(木)会長・幹事慰労会の出欠席をご記入下

　さい。

②次週6月25日(木)は、昼間の通常例会に変更です。

現・新理事会報告

協議事項

①渡邉勝也君より休会届けが提出されました。(6月

　18日～7月末まで)　業務多忙の為　→　承認

②永井克彦君より休会届けが提出されました。( ～7

　月末まで延長)

　6月、左目再手術後の療養の為　→　承認 

地区研修・協議会DVD鑑賞

　　　　　植松次年度会長による内容説明　　　　

　　　　　　　　　　　次年度幹事　山田　和典

　

　本日の例会では、今期の地区研修・協議会が、コ

ロナウイルス感染拡大防止の為中止になった代わり

にガバナー事務所より届いた協議会DVDを鑑賞しまし

た。

　まず始めに、国際ロータリー2620地区今年度ガバ

ナー、安間みち子氏、次期ガバナー荻原英生氏の挨

拶があり、19-20年度の振り返り及び20-21年度への

抱負が述べられました。

　次に、RIの次期活動方針の説明が、同じく荻原次

期ガバナーより行われました。

活動方針の冒頭に20-21年度　RI会長テーマ「ロータ

リーは機会の扉を開く」の説明がありました。その

後、次期RI会長ホルガー・クナーク氏の経歴紹介が

あり、ロータリーの基本理念、目的、行動規範、そ

して、四つのテストの確認がありました。

　続いて、国際ロータリー戦略計画（中核的価値観

）の説明がありました。

2007年に採択された、この中核的価値観は、「親睦

」「高潔性」「多様性」「奉仕」「リーダーシップ

」の5つから成ります。具体的に表すと、ロータリー

のビジョン声明として「私たちは世界で、地域社会

で、そして自分自身の中に持続可能な良い変化を生

むために人々が手を取り合って行動する世界を目指

している」とあり、ロータリーの戦略的優先事項と

目的として、「より大きなインパクトをもたらす」

「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかか

わりを促す」「適応力を高める」の4つがあるそうで

す。

　続いて、20-21年度の地区関係の説明がありました

。次年度の地区運営方針は「国際ロータリーとの連

携の上にノーブレス・オブリージュを自覚」「クラ

ブ主体の地域振興」「地区内クラブ支援」「増強は

最大の社会貢献である」の4つとなっています。

また、次年度の地区目標の説明もあり、7つの目標が

挙げられています。代表的なものとしてクラブ活性

化ワークショップがあり、「会員増強・維持」「公

共イメージ向上」「財団補助金の積極的利用と寄付

への理解・推進」「ポリオ撲滅を歴史の1ページに」

の4つが具体的に挙げられています。その他、「複数

クラブによる合同奉仕の推奨」など地区目標につい

ての説明があり、最後に次年度地区大会・国際大会

の案内があり終了しました。　　　　

　
井上（　１　） 宮口（　②　） 宮島（　②　） 本村（　１　）

永井（ 休会 ）

植松（　②　）

-------------------------5月分出席一覧 -----------------------

頴川（　１　) 久松(　②　) 神尾（　０　)

名古(　②　） 成田( ② ) 小野(　②　) 芹澤和(　②　) 芹澤貞(　②　) 重光(０、２)

下田 (　０　) 下原 (　０　) 杉山恵(　１　) 杉山真(　②　) 鈴木博(　②　) 鈴木和(　②　) 鈴木良(１,免除)

田村(　②　) 土屋(　②　) 鶴田(　休会　) 内田(　休会　) 渡邉勝(　０　) 山田(　②　)

山本(　②　) 例会出席％　 71 . 15 　% 地区報告　75 . 00　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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■■　本日のプログラム　■■

■さよなら例会　■

■　会長・幹事　１年を振り返って■

● クラブテーマ ●
「ロータリーとともに考えよう！」

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

例会場 : ニューウェルサンピア沼津 
例会日 : 毎週木曜日　12:30点鐘

事務局 ●TEL  055-961-2050(久松会計事務所内)

       ●FAX 055-961-2600(久松会計事務所内)

E-mail ●numawestrc@gmail.com

2019～2020 年度

第29巻 35号
2020年 06月 25日

 

　本日は、2019～2020年度の最終例会になります。

当初年間 40回での例会開催を予定しておりましたが、

新型コロナウィルス感染症対策のため、5回例会を

休会とさせて頂きました。特に 4月は一度も例会を

開催することができず、残念な月となりました。9

年前の東日本大震災の際にも会長をさせて頂きまし

たが、この時ですら例会を休むということは無かっ

たのですから、今回がいかに異常な年度だったかと

いうことになります。

　後半「1年を振り返って」ということで卓話の時

間がありますので、ここでは簡単に話をさせて頂き

ます。

　今年度は、米山奨学生の受け入れ、米山梅吉記念

館の 50周年記念例祭の協力等があり、2月に開催さ

れた IMは、御殿場・裾野・長泉の 3クラブを含めた

12クラブでの初めての開催となりました。6月には、

クラブで初めて日帰り旅行を企画しましたが、新型

コロナウィルス感染症対策のため、三密を避けると

いう観点からは中止せざるを得ず残念な結果となり

ました。

　一方、会員増強につきましては、純増 1名という

目標を達成できませんでした。次年度は会員増強維

持委員長を仰せつかっておりますので、引き続きが

んばっていきたいと思います。

　今日は、1年間の反省を述べながらの挨拶となり

ました。9年前にも感じましたが、会長は会員皆様

の協力無しでは、務まらないということを再認識致

しました。また、成田みちよ幹事にも 1年間色々お

世話になり有り難うございました。

　さて、次年度はクラブ創立 30周年を迎えます。　

植松次年度会長、山田次年度幹事よろしくお願いし

ます。また、皆様には次年度も本年度とかわらぬご

協力をお願いするとともに、私も精一杯協力してい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

7月のプログラム

1360回 12:30
07月02日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 会長・幹事他の
抱負　会長・幹事・副会長

1361回 12:30
07月09日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  外部卓話　　　
竹本あゆみ氏　沼津市民児協前主
任児童委員連絡会長　理事会②

1362回 18:30
07月16日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  前年度会長・幹
事慰労会

7月23日(木) 祝日休会

1363回 12:30
07月30日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津  クラブ協議会①
前年度事業・決算報告

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 29名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1359 回 25 名  20 名 -   80.00％

1357 回 25 名  23 名  0名   92.00％

●欠席者( 5 名)

　頴川ゆう子、井上武雄、神尾栄一、重光　純、

　杉山恵嗣

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

　ございません。

2.連絡事項

①7月16日(木)会長・幹事慰労会の出欠席をご記入下

　さい。 

会　長 久松　但 幹　　事 成田みちよ

広報委員長 永井克彦 編　集　者 山本宜司

◆◆第1359 例会　会長挨拶◆◆
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●スマイル報告

1.植松　正：家族の誕生日のお祝いありがとうござ

　います。2.久松　但：1年間ご協力、ありがとうご

　ざいました。3.成田みちよ：久松会長、理事の皆

　様、事務局の川口さん、西RCの皆様、1年間お世話

　になりました。ありがとうございました。

4.植松　正、5.山田和典、6.本村文一、7.田村治義

　：久松会長、成田幹事、1年間お疲れさまでした。

8.名古良輔：会長幹事、1年間ごくろう様でした。

9.土屋昌之、10.鈴木良則：会長幹事1年間ありがと

　うございました。

11.鈴木博行：久松会長、成田幹事、新型コロナウイ

　ルス発生の時期の1年間、ご苦労様でした。

12.宮島賢次：久松会長、成田幹事、大変な年度でし

　た。ありがとうございました。

13.杉山真一：お疲れ様でした、所用につき、早退さ

　せていただきます。

14.田村治義：SAAとして、1年間お世話になりました。

　ありがとうございます。

1年を振り返って

　　　　　2019～2020年度会長　久松　但　　　　

　会員の皆様には、1年間クラブの活動への御協力頂

きまして有難うございます。特に成田みちよ幹事に

は、クラブの運営に関しまして、理事会の準備や地

区事務所の対応等、とても感謝しております。

　今年度は、新型コロナウィルス感染症対策のため

、3月以降の活動が制限され、3月のIACの活動報告の

ほか、4月の花見例会、5月の千本浜清掃及びガバナ

ー補佐期末訪問、6月の日帰り旅行及びさよなら例会

を開催できず、とても残念な年度となりました。

本日も本来ですと夜の開催でしたが、昼間の通常開

催となりました。

　今年度は、米山奨学生の受け入れを行い、唐丹さ

んのカウンセラーを鈴木和憲君にお願いしました。

鈴木和憲君には1年間送り迎えをはじめ、個人的にも

お世話頂きとても感謝しております。

　1年間の会長挨拶を振り返ると、ロータリークラブ

の関しては3分の1の11回ほどでした。経済的な話は

、仕事上のことも含めて、13回ほどありました。地

域の話を5回ほど、スポーツの話も3回ほどありまし

た。会長挨拶でどんな話をするかは直前まで決めて

いませんでしたが、今回もとても良い勉強になった

と感じております。1年間有難うございました。

　　　　2019～2020年度幹事　成田みちよ

　まず、1年間皆様のお陰様で無事に幹事という役務

を務め終える事が出来ました事に心から感謝申し上

げます。

　久松会長よりお声をかけて頂いた頃、私の仕事は

丁度、繁忙期でした。物事全てを会長ご指示の元、

早い時期より進めてきましたので、年次計画や諸々

の書類などきちんと準備を整え、慌てること無く本

年度を迎えました。

　役務をお引き受けた時、テーブル会などでお声を

かけて下さり、皆様には沢山のアドバイスや教えを

頂戴致しました。また、恒に久松会長との連絡を取

らせて頂きましたので、多忙を極める会長ご自身は

本当に大変だった？かと思います。

　上期は色々な予定があり、あっという間の上期で

したが、下期は新型コロナが発生し途中休会を余儀

なくされました。活動自粛中、国際ロータリー第

2620地区内でフェイスガードを感染専門医療の病院

や直接医療に従事するドクターに送らせて頂くお話

があり､例会は無くても全体でRC活動していることを

間近で実感致しました。

　また、他クラブのロータリーの方々より、海外生

活の様子や自粛中の生活、私の仕事の心配など色々

心配りをして頂きました。例会が再開されました時

、大変嬉しかったです。

私はこの1年間、久松会長はじめ西RCの皆様のお陰様

で、大変貴重な学びや体験をさせて頂き、貴重な友

人を多く得る事が出来ました。

　理事の皆様におかれましては、ことある事に臨時

理事会を開催させて頂き、お忙しい中、貴重なお時

間を頂戴しました。通常理事会の他に、臨時理事会

開催を毎月どこかでさせて頂いたような気がします

。事務局の川口さんにも大変お世話になりました。

最後に、私のような者に暖かく見守って下さいまし

た西RCの皆様、理事の皆様、事務局の川口さん、貴

重な体験をさせて下さいました久松会長に心から感

謝申し上げます。

　皆様1年間有り難う御座いました。次年度もどうぞ

宜しくお願いも仕上げます。　　　　　　　　　　

  　　　　会長ｼﾞｬｹｯﾄ交換ｾﾚﾓﾆｰ




