
瀧　真砂人編集者

社会奉仕委員会　　 今村雄一郎委員長

期末クラブ協議会(各委員長報告)期末クラブ協議会(各委員長報告)

事業報告
１．交通安全街頭活動
　7月、9月、12月、5月と毎回15名前後の会
　員の参加あり。
２．ポリオ撲滅　街頭募金活動
　10月5日夕方より富士駅北口にて街頭募金
　活動を実施。16名の会員の参加あり。
　ロータリークラブが取り組むポリオ撲滅活動について学生や
　一般の方に知ってもらう貴重な機会となった。
３．盲導犬募金活動
　11月3日「富士市商工フェア」にて日本盲導犬協会の活動PR
　と支援のための募金活動を実施。大勢の親子連れが当クラブ
　のブースに立ち寄り、盲導犬と触れ合いながら活動の現状を
　知る機会となりました。　募金金額　78,250円　
４．岩本山公園整備事業
　公園を管理する富士市みどりの課と相談し、3月末より岩本
　山公園慈愛の丘周辺の老木の伐採と蝋梅植樹を実施。4月3日
　にはロータリー会員33名と富士山日本語学校の留学生と協力
　し、雑草取りと施肥作業を行う。整備後は富士山の眺望もよ
　くなり、公園への来場者の増加が見込まれる。富士ニュース
　にも大きく取り上げられ、ロータリー活動の周知につながった。
　※地区補助金事業
　（収入）地区補助金200,000円　クラブ負担230,920円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計430,920円
　（支出）樹木伐採•植樹一式　295,920円
　　　　　バッジ費用135,000円　　　　　　 合計430,920円
5．富士中央病院へおむつの寄贈
　寄贈日　2019年5月15日水曜日
　寄贈先　富士中央病院
　寄贈物　ベビー用肌着3ケース　ベビー用おしり拭き47ケース
　寄贈金額　94,954円
　例会終了後、寄贈品50ケースを富士中央病院へ届ける。
　病院長、病院関係者、富士ロータリ－15名、報道各社参加の
　中、式典を行い、病院から感謝状をいただく。

会員増強委員会　　　  望月昭宏委員長
　本年度の目標として【純増1名以上】•【女
性会員の増強】２つを目標に掲げて活動して
まいりました。
　前年度末に池谷周一郎会員の退会という状
況でしたが、旭化成㈱様が再入会され大和田
様が参加されることとなり幸先の良いスター
トでした。
年２回の会員増強クラブフォーラムにて推薦された候補者２名
の勧誘を行いました。植田会長、吉野会員のご協力のもとにお
願いに上がりましたが確実な返事を頂くまでには至りませんで
した。今後も継続してお願いを続ける案件だと思います。

ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会　 小出隆久委員長
１. ロータリー財団の資金は、各会員の「寄付」
　にて運営しておりますが、ロータリー財団寄
　付及び米山記念奨学寄付は会費に含め寄付し
　ていただいております。
　ベネファクターとして滝パスト会長より
　$1000寄付を戴きました。
２.　各活動資金の寄付状況
　　ロータリー財団寄付　　　369,600円
　　米山記念奨学寄付　　　　198,000円
　　ベネファクター　　　　　110,000円
３.　ロータリー財団寄付より還元される「地区補助金」について
　　地区補助金　　　　　　　200,000円
　　整備事業等総事業費　　　430,920円
　　　岩本山公園整備事業　　295,920円
　　　新入生用反射缶バッジ　135,000円
この１年間皆様の善意の気持ちにより運営することができました。

公共イメージ向上委員会　瀧 真砂人委員長
＜計画＞
①例会会報を作成し、クラブ内、姉妹クラブ
　・友好クラブと情報共有します。
②奉仕活動は会報やメディア、ホームページ
　を介し、地域社会に情報発信します。
③“ロータリー”の公共イメージ向上につなが
　る活動を委員会が中心となり実施します。
＜実施＞
①会報」は、会長の時節の挨拶をはじめ、親睦委員会イベント
　ゴルフ同好会の様子、 “卓話”等、一年を通じたクラブイベン
　トを掲載することができました。
②静岡新聞・岳南朝日・富士ニュースなどの「メディア」を介
　しては、社会奉仕委員会による“ポリオ撲滅街頭募金”や市立
　中央病院への“衛生用品寄贈”と“岩本山施肥作業”が記事掲載
　されました。特に、施肥作業では、国際奉仕委員会の招きに
　より日本人学校の生徒との協働作業が取上げられており、広
　く情報発信ができました。
③「ロータリークラブ」の存在・活動を周知する目的として、
　会員企業の事務所内に“ポリオ撲滅”ポスター掲示をお願いし
　ました。また、当クラブの設立55周年を記念して “富士ニュ
　ース（2019.4.25発刊）”へ、ロータリークラブに対する植田
　会長の“熱い思い”とクラブ史、奉仕事業を掲載しました。

会場監督　　　　　榮賀　明委員長
本年度は、会場監督の榮賀明と副監督の池田
さんと共に、クラブ例会の進行を行い、活動
計画として予定した2ヶ月ごとの“座席変更”
・“友好の握手”は実行でき、事務局の高橋さ
んには大変お世話になりました。食事もホテ
ルのご協力により美味しくいただけましたが
例会の出欠席を早めにお知らせ頂ければ食品ロスも無くなると
思います。欠席の場合は早めにご連絡お願いいたします。
例会進行にあたり、ご協力いただきましたこと会員各位に感謝
申し上げます。

　今期の期末となる６月に入って植田会長の努力により念願の
２名の女性会員の入会の運びとなりました。結果として目標を
達成することができ安堵しております。新会員の木村様は富士
ニュース紙を見て富士ロータリーの活動とメンバーを知り入会
を決断したと仰っていました。マスコミ等をうまく使い会員増
強につなげる可能性を感じました。

　会員数　 計算会員数  欠席者数　 出席者数　  出席率
　 35名　　　35名　　   9名　　　 26名 　     74%
2653回　6/3確定

2655回

　会員数　 計算会員数  欠席者数　 出席者数　  出席率
　 33名　　　33名　　   8名　　    25名　 　  76%

太 田 義 隆
出 席 報 告



Rotary  International
VOL. 2655

第2655回例会

７月10日　期末クラブ協議会（委員長報告）・皆出席者表彰
７月24日　期末クラブ協議会（委員長報告）

例会日：毎週水曜日　12:30
例会場：ホテルグランド富士
　　　　TEL〈0545〉61-0360
事務所：〒416-0913　富士市平垣本町8-1
　　　　ホテルグランド富士内
会　長：植　田　眞　晴
副会長：吉　野　榮　司
幹　事：佐　藤　昌　久
副幹事：吉　田　浩　之

「品格そして実行」

http ://fuj i - rc .com/

2019.6.26

「富士山百景」荒天のおくりもの「富士山百景」荒天のおくりもの

会 長 挨 拶 植 田 眞 晴
　皆様こんにちは
先日の父の葬儀に際しては大変お世
話になりました。
この場をお借りして御礼申し上げま
す。さて皆様は「喪主」と「施主」
の違いはお解かりでしょうか。
私は今回の父の葬儀でこれまで自分
の中でもやもやとしていたものがや
っと解けました。
ネットで調べますと「喪主」は葬儀の実務的な代表、参列者へ
の対応・お礼の挨拶・葬儀の打ち合わせなどを行い、「施主」
は金銭的な面においての運営管理とありましたが　今と昔では
状況に応じてだいぶ異なっており、特に決まりはないようです。
元々喪主は一番近しい方、つまり配偶者がいれば配偶者が務め
る事とありましたが　ご高齢という事と悲しみに臥されている
という場合が多く　とても実務ができる状況ではない為　息子
や兄弟が施主として全体を取り仕切る事が多くなっているよう
です。
又、最近では家族葬も増えており　この場合は喪主のみでやる
ケースが多いらしく特に誰がやるとかの決まりはないそうです。
植田家では「喪主」と「施主」両方を立て「喪主」は兄が「施
主」は次男の私が務め　「喪主」は実行委員長、「施主」は事
務局長という役割関係で取り行いましたが　気は張っているも
のの精神的に普段とはだいぶ違っていた為か充分な対応が取れ
ず自分の腑甲斐の無さを反省しております。
父は今年でロータリー暦５０年、ロータリークラブを愛してお
りました。
良き友　良き先輩を得て、奉仕と親睦と充実した時を過ごして
参りました。
私も父のようにいろんなロータリアンと係わりながら自分自身
の成長に繋げて参りたいと存知ます。
さあ　今期の例会も今日で最後となりました。
一年間皆様のご協力の下　何とかここまで参りましたが如何だ
ったでしょうか。私としては自由にやらせて頂いた事に大変感
謝しております。
次年度　吉野新会長の下、今度はサポートする側に回ってクラ
ブ運営に協力させて頂こうと思っております。
再来年に向けてIMの実行委員会もそろそろ立ち上げてなくては
なりませんので会員の皆様、改めてご協力下さいますように宜
しくお願い致します。

ソング「我等の生業」

親睦委員会 太 田 義 隆

★私のスマイル
植田眞晴君　一年間皆様にご協力頂きありがとうござい
　　　　　　ました。ちなみに本日6/26は妻と初めて出
　　　　　　会った記念日です。
　　　　　　良かったのか？悪かったのか？
太田義隆君　皆様には一年間親睦事業に御協力頂きまし
　　　　　　て誠にありがとうございました。
等　健次君　植田会長､佐藤幹事､一年間ご苦労様でした｡
佐藤昌久君　今年度、１年間お世話になりました。
宮下正雄君　高橋さんゴルフ大会で優勝お目出とうござ
　　　　　　います。あなたは私の太陽です。
吉田浩之君　先日のゴルフの会楽しかったです。高橋さ
　　　　　　ん優勝おめでとうございます。
　　　　　　次年度幹事も宜しくお願いします。
高橋美和君　今日はとても嬉しいスマイルをさせていた
　　　　　　だきます。なんとゴルフ同好会６月コンペ
　　　　　　で優勝できました。私にもこういう日がく
　　　　　　るなんて夢のようです。２年半前、同好会
　　　　　　デビューのときはスコア160。そこからみ
　　　　　　な様には数々のご指導をいただき、それで
　　　　　　も不出来な私を気長に温かく見守ってくだ
　　　　　　さり、当日もパートナーに恵まれ、根気よ
　　　　　　く言葉をかけ続けてくださったおかげこそ
　　　　　　と思っています。あこがれていたハンディ
　　　　　　改正もかないました。本当にありがとうご
　　　　　　ざいました。これからもがんばります。

会員誕生日
夫人誕生日
入会記念日

創立記念日

川 村 統 勇
川 村 都 美
磯 西 　 昭
本 野 　 仁
田 邊 登 崇
山 下いづみ
勝 又 　 洋
佐 野 力 哉

S21.６.29
　 　７.２
S41 .７.１
H２.７.１
H28.７.１
H26.７.２
S３ .７ .１
H３.７.１

お誕生日
おめでとう
ございます


