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▶例会日：第１・第３木曜日（12：30）その他の木曜日（18：30〜19：30）
▶例会場：白河市新白河駅前　東京第一ホテル新白河
▶事務局：〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5（白河商工会議所内）  ☎23-3101　ＦＡＸ22-1300

創立 1986年

○ソング
　◦奉仕の生業
○スマイルBOX
　◦中目公英会長（会長職をどうにかこうにか務めることが出来ましたのは、会員お一人お一人のご協力のお蔭です。心より感謝申し上げま

す。ありがとうございました。）
　◦兼子聡幹事（１年間大変お世話になりました。）
　◦山田顕一郎会員（中目会長、兼子幹事、一年間お疲れ様でした。また一年間スマイルにご協力いただいた会員の皆様ありがとうございま

した。そしてスマイルボックス委員会の皆様ありがとうございました。）
　◦堀田一彦会員（中目会長、兼子幹事１年間お疲れ様でした。）
　◦齋藤孝弘会員（とりあえずご苦労様でした。）
　◦佐川京子会員（中目会長、兼子幹事、一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。）
　◦成井正之会員（中目会長、兼子幹事一年間大変ご苦労様でした。深谷ノースＲＣ贈呈式ご苦労様でした。）
　◦安部和夫会員（中目会長、兼子幹事一年ご苦労さまでした。大変な一年でした。）
　◦片倉義文会員（会長、幹事殿、一年間御苦労様でした。）
　◦矢田部錦四郎会員（大変な時期に、会長、幹事ご苦労さまでした。また、役員の方々のクラブ運営に対しても感謝いたします。）
　◦阿部克弘会員（中目会長、兼子幹事、１年間お疲れ様でした。そしてお世話になりました。）
　◦藤田龍文会員（一年間、御苦労様でした。それぞれの神の元へお戻りください！）
　◦石部辰雄会員（中目会長、兼子幹事様、長い間御苦労様でした。厚く御礼を申し上げます。）
　◦仁平喜代治会員（中目会長、兼子幹事、１年間ご苦労様でした。）
　◦関谷亮一会員（中目公英会長、兼子聡幹事一年間御苦労様でした。特にコロナウイルスの問題ではご苦労をお掛けしました。おつかれ様

でした。）
　◦運天直人会員（中目会長、兼子幹事一年間ごくろう様でした。

今年はいろいろあって大変な年でしたが、記憶にも残る一年とな
りました。おつかれ様でした。）

　◦池田浩章会員（中目会長、兼子幹事一年間大変お疲れ様でした。）
　◦居川孝男会員（中目会長、兼子幹事一年間大変ご苦労様でした。

コロナで例会運営を考えた時は大変だったでしょう！）
　◦宮本多可夫会員（中目会長、兼子幹事一年間、本当にお世話に

なりました。御苦労様でした。今年の会長は、コロナ問題で、永
く忘れられない年度となるでしょう。）

　◦遠藤敦会員（中目会長、兼子幹事、一年間ご苦労様でした。コ
ロナに負けず例会最後までできた事を喜んでいます。）

　◦青木大会員（コロナで大変な年になりましたが会長幹事おつか
れさまでした。最近バーディーは取れませんがスマイルします。）

　◦吉野敬之会員（中目会長、兼子幹事一年間大変お疲れ様でした。
来週より私達で務めさせていただきます。お二人程うまく運営する
自信は有りませんが頑張りますので今後共宜敷くお願い致します。）

　◦吉田充会員（中目会長、兼子幹事、一年間ご苦労様でした。ま
た、会員の皆様、ＳＡＡ委員会メンバーの皆様、一年間お世話に
なりました。）

　◦山口治会員（中目会長一年間大変お疲れ様でした。新型コロナ
の影響で、休会が続いたのが残念です。次年度は少しゆっくりし
て下さい。）

　◦金田昇会員（中目会長、兼子幹事、大変な時の一年間ご苦労様
でした。お世話になりました。長期欠席となりました。）

　◦鈴木孝幸会員（中目会長、兼子幹事、一年間おつかれ様でした。
コロナ禍もあり、間違いなく歴史に残る会長幹事でしたね。）

　◦永野文雄会員（中目会長・兼子幹事さん一年間ご苦労様でした。
コロナの影響で休会もありお疲れ様でした。米山奨学生の「チョ
ウ」さん白河西クラブで楽しんで下さい。阿部会員も頑張って下
さい。私にとっても今年の一年は「会社廃業」の為に大切な一年
間でした。）

第1627回例会
令和２年６月25日（18：30～19：30）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４４名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ５８名

C  Ⓐの出席者数 ２５名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １１名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３６名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５５
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６５．４５％

第1627回例会出席状況� （R２年６月25日)



第1627回例会 令和２年６月25日（２）

本日のプログラム
■会長の時間 中目公英会長

　皆さん、こんばんは。今年度最終例
会、最後の会長の時間であります。歴
代の会長の皆さん方は一年間、この会
長の時間に何を喋るか毎週毎週頭をひ
ねっているわけですけれども、私も

やっとこれで最後のお務めを果たさせていただきまし
て、軽い気分で毎回毎回例会に来れることになります。
本当に一年間、皆さんお世話になりました。さて、今
日の最終例会にお客様をお迎えしておりますので、ま
ず初めにお客様を紹介させていただきます。今年度来
年度、我がクラブは米山記念奨学生の世話クラブに
なっております。その米山記念奨学生、チョウ・ナン
ダ・トゥンさんです。後程、奨学金をお渡ししたいと
思います。初めてチョウさんにお会いになる方もおら
れるかもしれませんから確認で申しあげますと、ミャ
ンマー出身の21歳で、郡山の自動車整備学校の専門学
校で勉学をなさっているという方です。チョウ・ナン
ダ・トゥンさんですが、チョウさんで大丈夫だという
ことですから、声をかける時はチョウさんでひとつ皆
さんよろしくお願いいたします。それから、今日の例
会を迎えるこの一週間、6月19日に緊急事態宣言解除
後よその県への移動が可能になりました。それを受け
まして今年度やり残した事業、深谷ノースロータリー
クラブにベンチを寄贈するという事業の最後の締めで、
危険な決死隊のような訪問でしたので、私と幹事の二
人だけで何とか行ってまいりました。後程、写真を回
覧いたしますが、このベンチをＪＲ深谷駅前の一番良
い所、駅前広場に、渋沢栄一公が殖産興業で起こした
「日本煉瓦株式会社」にちなんで、レンガの脚で作っ
たベンチを二脚奉納して、寄付金を荻野会長に手渡し
をしてきました。荻野会長のお計らいで深谷市の小島
市長もわざわざお越しをいただきまして記念撮影をし
て、とりあえず今年度の事業の締めくくりをしてまい
りました。例会の中では、荻野会長から西ロータリー
よりベンチの代金30万円を頂戴をして、今年度事業出
来ましたというお話を会員の方々にしていただきまし
た。こちらの写真、皆さんでご覧になっていただけれ

ばと思います。深谷ノースから良く来てくれたという
ことで、お菓子と大変貴重なお酒を西ロータリークラ
ブの皆さん方にお土産に貰ってまいりましたので、こ
の後の懇親会の席上で皆さんにお配りをしたいと思い
ます。驚きましたのは、深谷ノースロータリークラブ
は7月1日新年度が始まるその前に年次計画書を作成し
終わっているということで、年次計画書をご覧になっ
ていただきたいと預かってまいりました。次年度まだ
作成途中ですから参考にしていただければと思います。
深谷ノースロータリークラブさんも、このコロナ禍で
大体2月中旬から6月中旬まで例会が休会になりました。
ノースの理事会では3万円の会費をお返しをすると決
められたそうであります。ただ、年会費は我がクラブ
は18万ですが深谷ノースは24万円、ですから、そのう
ちの3万円をお返しになった訳です。ただ、私たちの
クラブでは会費を返せという会員の皆さん方の声が上
がらないジェントルマンなクラブでありますからその
資金を有効活用させていただいて、ご存じのとおり皆
さん方に商品券を配り、白河市の発熱外来に医療用防
護服を寄贈するという事業をさせていただいたわ訳で
ありますので、会費を返したクラブがあるんだったら
俺も返してもらいたかったという話は出さないように
ひとつどうぞよろしくお願いいたします。もうこれで
私の話が終わりまして、本当に楽になりました。この
後の席ではいっぱいお酒を飲みたいと思いますので、
皆さんお手柔らかによろしくお願いいたします。以上
で、会長の挨拶に代えさせていただきます。ありがと
うございました。

◦米山記念奨学生 チョウ・ナンダ・トゥン様
　皆さん、こんばんは。私はミャン
マーから来たチョウ・ナンダ・トゥン
と申します。今日はよろしくお願い
いたします。私は2018年10月日本に
来て、日本語学校6か月間勉強しまし

た。今は、専門学生として郡山市国際情報工科自動車
大学校で自動車を勉強しています。これから、お世話
になっております。よろしくお願いいたします。

■幹事報告 兼子聡幹事
◦白河ユネスコ協会会長　小野利廣：「平和の鐘を鳴

らそう！」運動への参加について
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◦国際ロータリー第2530地区ガバナーエレクト　石黒
秀司：クラブ研修リーダーセミナーに備え事前会議
開催のご案内

◦ロータリー文庫運営委員会委員長　大野清一：
「ロータリー文庫通信」について

◦国際ロータリー日本事務局：国際ロータリー日本事
務局　事務所のご案内

◦第70回‟社会を明るくする運動”白河市実行委員会
委員長　白河市長　鈴木和夫：第70回‟社会を明る
くする運動”街頭啓発活動中止について

◦公財）ロータリー米山記念奨学会理事長　齋藤直
美、事務局長　岩邉俊久：申告書用領収書（普通寄
付金）送付の件

◦白河ユネスコ協会会長　小野利廣：令和2年度白河
ユネスコ協会会費納入について（依頼）

■委員会報告
◦次年度幹事 堀田一彦副幹事

　皆さん、こんばんは。次年度幹事予
定者の堀田です。今日の二次会のご案
内なんですが、こんな時期なので無理
にはなさらない程度で今年度の中目会
長と兼子幹事を最後までねぎらいたい

という方だけ「月あかり」で二次会を開催いたします
のでご参加よろしくお願いします。以上です。

■本日のプログラム

会長幹事慰労会
◦親睦委員会 車田裕介委員

　皆さん、こんばんは。それでは本日
のプログラム、中目・兼子年度会長幹
事慰労会を開催いたします。本日の司
会を担当します親睦委員会の車田と申
します。よろしくお願いします。それ

では、本日の会長幹事慰労会はソーシャルディスタン
スの事もありますので、それを配慮させていただきま
して広くお席を取らせていただきました。皆様のご理
解、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは最
初に、中目会長ご挨拶のほうをよろしくお願いいたし
ます。

◦会長挨拶 中目公英会長
　簡単にいたします。昨年のこの時に、
鳴島会長から会長バッチを引き継いで
から本当に左肩が重くて重くてしよう
がなかったわけですけども、これを早
く吉野君に渡したいという気持ちで

いっぱいであります。今日は、親睦委員会で大変美味
しいお酒を準備したということでございます。皆さん

コロナの心配だとは思いますが、ひとつ楽しいひと時
を共に過ごしたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。簡単ではありますが、会長の挨拶に代えさせ
てもらいます。

◦幹事挨拶 兼子聡幹事
　改めまして大変お世話になりまし
た。先週話したので今週ないと思って
いたので、会長との思い出の話を一
つ。本当に中目会長は幹事を経験した
ということもありまして、本当にいろ

んなことを知ってらっしゃいました。おかげで幹事と
しても大変楽な思いをさせていただいたんですけれど
も、サッカーに例えますと中目会長はゴールキーパー
でボールを取ったら、まず自分でディフェンダーの所
まで行って、ディフェンダーから今度はミッドフィル
ダーまでも自分で行って、最後フォワードで点を取る
までやっていただけるような、本当に素晴らしい会長
でございました。ただ、たまにゴールまで行ってゴー
ル決める瞬間にぽろっとパスが僕の前に出てくること
がありまして、幹事これ頼みますと言われて、僕サイ
ドバックの長友みたくこう一番後ろにいたものですか
ら、ものすごくダッシュをしてゴールしようと思うん
ですけど、大概ミスをするというようなチームで本当
に一年間させていただきました。本当に一年間大変お
世話になりました。会長はじめ、大竹事務局員さん、
そして僕よりも幹事ぽかった堀田副幹事、そして今日
も設営してる正樹委員長をはじめとする各委員会の皆
さんと会員の皆さんにご協力をいただきまして、無事
波止場まで着いたのかなと思っておりますので、本当
に一年間大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

■会長・幹事への記念品の贈呈
◦堀田一彦副幹事 
　記念品は高級アップルウォッチと高級盆栽となって
おります。この盆栽は先日市場で仕入れてきました根
上がりの岩付き赤松盆栽でちょうど2万円でした。

◦中目公英会長 吉野敬之会長エレクト
　2万円のアップルウォッチをいただいて、これから
健康に注意しようと思います。



ホームページＵＲＬ　https://shirakawa-west-rc.jp
メールアドレス　　　ootake@shirakawa-cci.or.jp
facebook　　　　　https://www.facebook.com/ShirakawaWestRotaryClub/
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■事務局の大竹様へ花束と記念品贈呈
◦中目公英会長 
　大竹さんはこの6月の末で一応例会場にお越しにな
らなくなってしまって、今度吉田さんがおいでになり
ますから本当に最後です。本当にありがとうございま
した。

◦事務局 大竹茜様
　寿退社じゃないんです。実は本当に
私は変わらず商工会議所に在籍してお
りまして職員であることに変わりない
んですけども、あくまでうちの会議所
の都合で業務体制が変わりまして、事

務局が次に吉田さんが一括して担当するということに
なってしまったので、こちらの一方的な都合でわたわ
たさせてしまってご迷惑おかけしてしまいまして申し
訳ございませんでした。でも、私が初めて商工会議所
に入って一番最初に任されたお仕事がこのロータリー
だったので、こんなに大勢の人脈もあって、お金も沢
山持っていて、そして何より素敵な人格をお持ちの素
晴らしい方々といっぺんにこんな毎週お会いできる機
会なんて人生でそうないと思うんですけども、本当に
皆さんに良くしていただいて全然わからないところか
ら教えていただいてご迷惑おかけすることばかりだっ
たと思うんですけども、いろんな所にも連れて行って
いただきましたし、何より沖縄にただで連れて行って
いただいて、念願の水族館にも連れて行っていただい
て本当に楽しかったです。残念ながらこの後半がコロ
ナの影響でなかなか出席できないというか、例会が開
催できなかったので残念ではあったんですけども、本
当に事務所にはいますので会議所の職員としてこれか
らもどうぞよろしくお願いします。ありがとうござい
ました。

■新旧会長・幹事のバッチ交換

◦乾杯 山口治パスト会長
　グラスのほうよろ
しいでしょうか。今
日は鳴島直前会長が
所用のため欠席とい
うことで、代打でわ
たくしが乾杯の発声
をやらさせていただ
きます。中目会長、そして兼子幹事、一年間大変お疲
れ様でした。そして、事務局の大竹さんも山口年度か
らですかね、3年間事務局のほうをやっていただいて
本当にありがとうございましたし、お疲れ様でした。
会長職一年間12か月というのは通常なんですけども、
今年度は新型コロナの影響で3か月くらいですか休会
が続いて、わたくし的には中目ちゃんにあと3か月く
らい延長してやっていただきたいなというのが本当に
本音です。ただ、ロータリーは一年間という区切りが
ありますので、次年度吉野さんにバトンを渡すという
のがこれが致し方ないことだなとは思っております。
本当に一年間、会長、幹事お疲れ様でした。そして、
白河西ロータリークラブますますの発展と新型コロナ
ウィルスの早期の終息を願いまして乾杯をいたしたい
と思います。乾杯。


