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7 月 RI 月間テーマ「ロータリー新役員就任」

第 3190 例会

2020 年 07 月 07 日(火)

◆今後のプログラム・その他の予定

ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
阿部会長
□国歌斉唱
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□新年度乾杯
□会長の時間
阿部会長
□慶祝
□クラブ協議会
担当：阿部会長・藤田幹事
新年度抱負【会長/幹事/大委員長/理事/副幹事】
□幹事報告および委員会報告
幹事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
阿部会長

◆幹事報告

幹

事

・2020-21 年度 国際ロータリー第 2520 地区 社会奉
仕委員会アンケート
〔2020-21 年度 ガバナー事務所 社会奉仕委員会
委員長 藤村 孝史〕
・バギオだより
〔一般財団法人 比国育英会バギオ基金〕
・クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・会員増強・R 公共
イメージ向上委員会 合同セミナーのご案内
〔RI 第 2520 地区 2020-21 ガバナー伊藤智仁〕
・RI 第 2520 地区 2019-20 年度 ガバナー事務所閉
鎖ならびに直前ガバナー事務所開設のお知らせ
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・7 月の事務局体制について（ご連絡）
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕

07/14(火)クラブ協議会

(各委員会委員長抱負)

07/21(火)クラブ協議会
(事業報告・決算/事業計画・予算)
07/28(火)長期青少年交換生修了証授与式・報告会

◆3189 回

例会の概要

■会長の時間（44/44）鹿討康弘 君
私の例会の最初の記憶は初参加し
た時の強烈な光景から始まりまし
た。会長の時間で原稿を読む賢治さ
んを無視するかのように大声で話
すベテラン会員さん。今は退会して
おられますが、その弁護士さんは
「いつまで、しゃべってるんだ！や
めろ、やめろ」と国会議員のような
ヤジも飛ばしておられました。「い
や～参ったな～紳士の集まりだと聞いていたけど、とん
でもない会に入会してしまった・・・」と後悔しました。
さて私の会長年度はいくつかの幸運に恵まれました。
もちろん、品格に欠けるヤジを飛ばすような方がおられ
ないことも大きな幸運ですが、まずは、進行が立花さん
だったこと。出席率も危ぶまれる中、ほとんど司会を務
めて頂きました。軽妙なトークを織り交ぜながら、極端
に短い会長の時間の隙間を埋めて頂きました。そして友
好委員長が佐々木さんだったこと。平塚さんの年度初め
の初例会に参加するという暴挙、いや冒険を大成功させ
て頂き、2 月の全日本わんこそば大会でのホスピタリテ
ィーも流石でした。一郎君がエレクトだったことも幸運
でした。幹事を 2 期務めた安定感で支えて頂きました。
そして何よりも橋川君が幹事だったこと。積極的で緻密
な運営を安定感のある体型で実現してもらいました。最
後に忘れていけないのが菊の会会長が、奥さんだったこ
と。まったく頼りにならない会長でしたが、文句も言わ
ず？？？ 1 年間支えてもらいました。皆様方、この場
をお借りしてお礼を申し上げます。

◆新旧会長・幹事あいさつ

・ロータリーレート 1 ドル＝107 円
〔国際ロータリー日本事務局経理室〕 幹事

橋川秀治君
・第 27 回豊沢川クリーン作戦ご協力のお願い
〔豊沢川活性化・清流化事業推進協議会 昨年、幹事という役
会長 藤村弘文〕 を始める時はちゃん
と続けられるのかと
・2020-21 年度地区資金（前期）送金のお願い
いう心配から始まり
〔国際ロータリー第 2520 地区
ましたが、鹿討会長
地区代表幹事 菊池忠彦〕
に操られながら…？
大変でしたが楽しか
・職業奉仕委員会 アンケート
〔2020-21 年度 ガバナー事務所 った年度でした。その陰には、前年度幹事であった阿部
職業奉仕委員会 委員長 松坂宏造〕 会長エレクトのフォロー等の鉄壁の体制があったと感

じておりましたし、私が休みの時は、藤田副幹事が「私
に任せてくれ」と頼もしく、とてもありがたかったです。
本当に皆様のお陰で楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。本当にありがとうございました。

新会長 阿部一郎君
新会長という事で、
一年間皆さんと力を合
わせてやっていきたい
と思います。
幹事は 2 年
やって参りましたが、1
年間はちょこちょこ思
い出しながらフォロー
はしましたが、ほとん
ど何も考えないでやっ
て参りましたので、すっかり抜けていた一年間だったと
思います。明日からは、行き当たりばったりでやって行
きたいと思っております。コロナの関係で今後どうなっ
ていくかもわからない状況で、いろいろな行事もありま
すが、それもどこまでなくなるか等、全くわかりません
ので皆さんも行き当たりばったりでついてきて頂けれ
ばなと思います。鹿討会長のように明るく出来ればなと
思っております。今年度は非常に明るい 1 年間であった
と思います。来年度も皆さんに協力頂きながら楽しいロ
ータリー活動を行っていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

新幹事

◆親睦会
・開会の辞
司会進行
2020-2021 年度親睦会長 藤村弘之君
・会長あいさつ 鹿討 会長
・乾 杯
阿部 会長エレクト

◇会長特別賞

＊友好クラブ・国際奉仕賞

佐々木史昭君

藤田勝敏君

明日から幹事を務めさせ
て頂きます。先週から新
しい名簿やプログラムを
はじめ、予算や理事会案
内を作成致しましたが、
結構大変だなと少し憂鬱
になっておりました。明
日になったら気持ちを切
り替えて頑張って参りま
すが、いずれにしても橋川幹事・阿部幹事と素晴らしい
幹事でしたので、私も恐縮して不安だらけですが、なん
とか皆様のお力をお借りしながら阿部会長が思う存分
力を発揮できるように、裏方に徹して地道にコツコツ頑
張って参りたいと思います。どうぞ一年間宜しくお願い
致します。

＊クラブ奉仕賞
藤原喜子君

◆菊の会 会長退任あいさつ
菊の会会長
鹿討つぐみさん
菊の会の会長と申しまして
も、皆さんご存知の通りこの
中におきまして、今年に入っ
てからは、単独例会も 2 度ほ
ど中止にさせて頂きました
し、楽しみにしておりました
移動例会も中止になってしまいまして、会長としては歯
痒い思いのまま最後を迎える事になりました。次期会長
さんも大変だとは思いますが、どうぞ頑張って頂きたい
と思います。年々、こういった場にご参加いただける会
員さんも少なくなってきておりまして、新規の会員を勧
誘しようとしていた矢先のコロナでしたので、何とも悔
やまれるところであります。幸か不幸か、先程も会長が
お話をしておりましたが、偶然我が家に会長が二人いる
ということでここ何年かぶりに、夫婦での会話が若干増
えましたことが何よりかなと思います。この場をお借り
して恐縮ではございますが、鹿討会長疲れ様でした。

◇年間出席表彰
＊100%出席賞
阿部一郎君◇橋川秀治君◇三田望君◇
佐々木史昭君◇鹿討康弘君◇滝田吉郎君
立花徳久君◇上田穣君◇吉田和洋君
稲田典之君◇谷村繁君◇藤田勝敏君◇
藤原喜子君
（※欠席の浅沼幸二君には翌日、お届けしました）

◇年間ニコニコボックス表彰（1～5 位）
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

三田望君
発表：会長 鹿討康弘君
阿部一郎君
鹿討康弘君
橋川秀治君
佐々木史昭君

◇米山賞
三田望君
佐々木史昭君
稲田典之君

◇R 財団賞
三田望君
佐々木史昭君
鹿討康弘君
稲田典之君

＊100%出席賞
（規定出席免除者）
髙橋豊君
佐藤良介君
安藤武彦君

★菊の会夫人参加賞

小原紀彰君、下坂和臣君、高橋健君には翌日お届けしました

鹿討会長・橋川幹事より出席御夫人へ

★事務局賞
鹿討会長より、高橋葉子事務局へ

◇最終例会参加賞
参加会員へ
◇永年会員退会記念品贈呈

安藤武彦君

懇親会の様子

◆出席報告

31 人中
前回修正

出席委員会

19 人 出席

出席率 67.8 ％

71.4％

メーキャップ
6/27（土）地区ガバナー補佐引継会
吉田和洋君
6/23（火）ぬくまるフードパントリー
鹿討康弘君・橋川秀治君・三田望君

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
≪谷村繁君≫ HP へ掲載なし
鹿討会長、本日は安藤先生をお招き下さいましてあり
がとうございます。安藤先生、48 年間お世話様でした。
引き続き人生のご指導の程、宜しくお願い致します。
橋川幹事、一年間お疲れ様でした。
（HP は載せない）
≪稲田典之君≫
鹿討会長、橋川幹事お疲れ様でした充実した 1 年でし
たね。次年度、阿部会長、藤田幹事のご活躍をお祈りい
たします。

≪佐々木史昭君≫
鹿討丸の 1 年間の航海を終えた無事の帰港を心からお
祝い申し上げます。ぬくまる食堂、数多くの例会でのゲ
ストスピーカー、コロナ禍での様々な取り組みなど、多
くの思い出を作っていただきました。是非とも再登板
へ向けて、しばらく英気を養ってください。
≪三田望君≫
1.鹿討丸一年間の航海ごくろう様。楽しくも忙しい一
年でした。ありがとう。
2.阿部丸の門出を祝して。
≪滝田吉郎君≫
鹿討維会長一年間ご苦労様でした。阿部新会長よろし
く・・・
≪橋川秀治君≫
鹿討年度の幹事の役目もお陰様で終わりの日を迎える
ことが出来ました。ありがとうございました。
≪安藤武彦君≫
長年お世話になりました。
≪鹿討康弘君≫
今年度の幸運だったことに付け加えます。事務局が高
橋さんだったことと、会報作成とぬくまる食堂事務局
2 人のスタッフです。私がノーストレスで 1 年間過ご
せたということは、皆さんがストレスを抱えていたこ
とと思います。申し訳ありませんでした。
≪藤田勝敏君≫
鹿討会長、橋川幹事一年間ご苦労様です。来月より皆様
のご協力をお願い致します。少し憂鬱です。
≪立花徳久君≫
いよいよ最後例会です。進行役も今日で終わりと思う
とやり残した事が色々あるな～と思いますが、そんな
こと考えず最後まで楽しくやりましょう。
≪阿部一郎君≫
鹿討会長、楽しい一年間をありがとうございました。来
年もよろしくお願いします。
≪高橋典克君≫
コロナですっかり太ってしまいました。これからダイ
エットします。鹿討会長、大変な一年の会長職でした
が、ご苦労様でした。
≪吉田和洋君≫
鹿討会長、橋川幹事、一年間お疲れ様でした。あと半年
でも大丈夫ですヨ。阿部新会長、藤田新幹事、運営大変
と思いますがよろしくお願いします。
≪髙橋豊君≫
最終例会に出席出来たこと、嬉しく思います。鹿討会長
一年間本当にお疲れ様でした。皆さん、コロナに負けず
顔晴りましょう。顔晴れと書いて「ガンバレ」と読みま
す。笑顔開運
≪佐藤良介君≫
安藤さん 48 年間のロータリー人生お疲れ様でした。
長年にわたりご指導を頂き誠にありがとうございまし
た。特にも平成 16 年当クラブ創立 50 周年の年に 2 度
目の会長をお引き受け頂きました。お蔭様で盛大に記
念事業を実施することができました。今後もお元気で
私共をご指導下さいますようお願い申し上げます。
鹿討丸のご帰港を心からお祝い申し上げます。
≪上田穣君≫
後半は大変でしたが、一年間鹿討会長お疲れ様でした。
幹事の橋川君のよく頑張った一年間だったと思いま
す。不安なスタートとなった阿部会長、藤田幹事、明る
く楽しい一年間にしましょう。気兼ねなく温泉の話が
できるように一日も早くなれば良いですね。
ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。

