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第1651回例会
令和２年12月24日（18：30～19：30）

○ソング
　◦四つのテスト
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（クリスマスの中御出席いただきまして有難うございました。来年度の理事も無事に決まり陣

容も素晴らしい方々ですので、来年度の成功間違いなしだと思います。共に頑張りましょう。）
　◦堀田一彦幹事（鈴木会長をはじめとする次年度役員の皆様がんばって下さい。）
　◦鈴木孝幸会員（2021-2022年度理事監事承認ありがとうございました。7月1日の鈴木須藤丸船出に向けて半

年間しっかり勉強していきます。吉野・堀田年度、残り半年間がんばって下さい！応援致します。）
　◦金田昇会員（年次総会開催おめでとうございます。吉野会長・堀田幹事、折り返しですね。鈴木次年度会

長・須藤次年度幹事、よろしくお願いします。みなさま良いお年をお迎え下さい。）
　◦成井正之会員（メリークリスマス。年次総会で次年度の新役員決定おめでとうございます。鈴木孝幸会長エ

レクトの頑張りに期待しています。吉野会長・堀田幹事、残り半年ご指導宜しくお願いします。）
　◦居川孝男会員（メリークリスマス！吉野・堀田年

度も無事半年折り返しご苦労様でした。鈴木・須藤
年度総会承認おめでとうございます。一緒に頑張り
ましょう！）

　◦阿部克弘会員（年次総会の開催おめでとうござい
ます。本日は私たち夫婦の結婚記念日でお祝いをい
ただき有難うございました。今年の残り僅かとなり
ました。皆様には良い年をお迎えください。）

　◦関谷亮一会員（2021-2022年度の役員が決まりお
めでとうございます。鈴木孝幸会長、須藤正樹幹事
はじめ役員皆様お世話様になります。）

　◦矢田部錦四郎会員（年次総会で新理事、ロータ
リー財団委員長になりました。みなさんのご協力宜
しくお願いします。）

　◦永野文雄会員（年次総会おめでとうございます。
一年間お世話になりました。皆様良いお年をお迎え
下さい。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４７名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６１名

C  Ⓐの出席者数 １７名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ７名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ８名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３２名

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

（例会出席率） ５８．２％

第1651回例会出席状況� （R２年12月24日)
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■会長の時間 吉野敬之会長
　会長の時間に先立ちまして、先日も皆
様方にご案内させていただいているので
皆さんご存知かと思いますが、当クラブ
会員の十文字光伸君のご尊父であられま
す十文字哲郎様がご逝去されました。メ

ンバーのお父様ということもございますので、ご冥福をお
祈りして皆さん黙祷を捧げさせていただきたいと思います。
皆様、ご起立のほうお願いいたします。黙祷。
　お直りください。ありがとうございました。ご案内させ
ていただいているので、皆様方のほうにも日程等もう既に
ご承知かと思いますけれども、日曜日お通夜、月曜日が告
別式というようになっております。先日、ご弔問に伺いま
してお手伝いの旨をご相談したんですが、コロナの中での
開催ということでありまして、とりあえず社内の人間で執
り行うということでございました。もし、今後お手伝いが
必要になった際にはお気軽にお申し付けくださいという旨
はお伝えしてきましたので、あとはそういうことがありま
したら皆様方にもお手伝いお願いすることあるかと思いま
すけども、現状ではそういうことでございます。皆様もご
親交のある方はご弔問のほうお伺いしていただければとい
うふうに思っております。本日は、このクリスマスイブと
いう素晴らしい日のお忙しい中、大変沢山の方に例会に出
席していただきましてありがとうございます。わたくしの
お仕事もクリスマスといいますとプレゼントということで
非常に忙しくなるかなというふうに思っておったのですが、
どうもここ最近プレゼントを買いに来る方がいらっしゃら
ないみたいで、割と本来であれば例会が終わったらすぐ戻
るみたいな話をしてたんだけど、帰ってこなくていいよと
いうお話でございました。万が一、プレゼントをお買い忘
れの方がいらっしゃいましたら当店売るほどございますの
で、帰りにでもお申し付けいただければお届けさせていた
だきたいというふうに思っております。この12月の最後と
いうことで今日のプログラムは年次総会、そして年次総会
の中では次年度の役員人事ということでおはかりいただく
ということで、ちょうど折り返し地点というふうになると
ころでございます。去年、中目パスト会長が定時総会では
定款変更等の案件を審議したわけですけども、これが終わ
れば私の仕事はもうほぼ終わりですというふうにお話され
ていた姿を見て、私も来年の一年後にはほぼ終わりですと
言いたいなあと思いながら、中目パスト会長のお話を聞い
ていたのを思い出しました。ただ、今年度はまだまだこれ
から35周年の各種事業、式典、懇親会と続きますので終わ
りということではないのですが、何とか皆様方のご助力を
いただいて半年間何とか続けてこれたかなということに関
しましては、皆様方に深く御礼を申し上げたいなというふ
うに思っております。先程、お話しましたように今日は年

次総会ということで、鈴木次年度の事業が固まり、いよい
よ船出に向けて来年から着々と進んでいくと。また、金田
パスト会長におかれましては、来年度いよいよガバナー補
佐というふうな大役を引き受けていただく年となりまして、
これもまた年が明ければいよいよ準備が進んでいくのかな
と。その35周年も含め次年度の事業、それとガバナー補佐
のご協力と、いろいろと忙しくなってきますが先程申しあ
げましたように、ここ半年間お世話になったということで
感謝を申し上げまして、会長の時間とさせていただきたい
と思います。ありがとうございました。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦国際ロータリー第2530地区県南分区ガバナー補佐 遠藤

武士、県南分区IM実行委員長 近藤均：県南分区イン
ターシティー・ミーティングの開催のご案内

◦国際ロータリー日本事務局 事務局長 小林宏明：日本事
務局年末年始休業及び在宅勤務のお知らせ

◦国際ロータリー第2530地区ガバナー事務所：地区補助金
報告書の締切変更について

■本日のプログラム
2020-2021年度年次総会
◦開会の言葉 高畠裕副会長

　皆さん、こんばんは。それでは、只今
より2020-2021年度、白河西ロータリーク
ラブ年次総会を開会いたします。どうぞ
よろしくお願いいたします。

◦会長挨拶 吉野敬之会長
　改めまして、一言ご挨拶させていただきます。先程申し
上げましたように、今日は記念すべき年次総会。何が記念
すべきかといいますと、やはり次年度の事業が決まるとい
うところが一番かと思います。今年度、お世話になってい
る理事の皆様方にも一年前この席で皆様方に是非来年手
伝っていただきたいという思いを伝えお受けいただき、さ
らには会員皆様にご承認いただいて今年の事業が決まった
わけでございます。35周年に向けて本当にいろいろとご迷
惑をかけたりお忙しい思いをさせたりと恐縮するばかりで
ございますが、わたくしの思いを受け止めていただき、ま
たこの西クラブの発展のために寄与していただける素晴ら
しい理事の方の働きがあってこそ、当クラブの運営がまか
なえてるんだなというふうにわたくしも思っております。
きょうは、それを次年度に引き継ぎ、次年度でまた活躍し
ていただく理事を決め、承認する大事な場所でございます。
また、前半期の中間決算ということも含めて皆様にご審議
いただくという大事な席でございますので、慎重審議の程
をよろしくお願いいたします。

（２）

本日のプログラム
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◦議長選出 議長　吉野敬之会長
　それでは、ご指名でござい
ますので暫時議長を務めさせ
ていただきます。着座のまま、
失礼いたします。まず初めに、
報告事項、予算の執行状況、
中間報告ということで、横田
会計理事のほうからお願いいたします。

◦会計 横田俊郎会計理事
　皆さん、こんばんは。それでは、わた
くしのほうから予算の執行状況の中間報
告をさせていただきます。居川先生のご
協力をいただきまして、何とか年次総会
に間に合うことができました。ありがと

うございました。それではまず、決算書、収入の部、支
出の部ということ合計、並びに小計のほうから読み上げ
させていただきます。収入の部、予算額合計、\14,979,421
円。決算額が、\8,107,534円でございます。支出の部、Ｒ
Ｉ関係は、予算額\1,687,000円に対しまして、決算額
\446,940円。地区分区関係は、予算額\2,364,600円に対し
まして、決算額\1,127,640円。運営費、予算額\2,985,000円
に対しまして、決算額\733,638円。事業費、予算額、小計
\1,150,000円。決算額\208,510円。総務費、予算額、小計、
\6,792,821円。決算額\2,487,455円。支出の部の合計、予
算額\14,979,421円。決算額\5,004,183円でございます。収
支差額は、収入のほうが\8,107,534円。支出が、\5,004,183
円。繰り越しが、\3,103,351円となっております。続きま
して、奉仕プロジェクトの事業特別会計決算書というこ
とで、収入の部は、予算額\1,300,000円に対しまして、決
算額\644,615円。支出の部、予算額\1,300,000円に対しま
して、決算額\0円。収入差額が収入\644,615円。支出\0
円。繰り越しが\644,615円となっております。最後に、創
立35周年記念事業決算書ということで、収入の部の予算
額が\1,500,000円。決算額が\1,500,000円。支出の部でござ
いますが、会議費のほうで\250,000円の予算に対しまして
\21,725円となっております。収入差額が、収入\1,500,000
円、支出\21,725円。繰り越しが\1,478,275円となっており
ます。予算の執行状況中間報告に関しましては以上でござ
います。よろしくお願いいたします。

◦第一号議案
次年度役員承認の件 鈴木孝幸会長エレクト

　それでは、第一号議案の次年度役員承
認の件について、皆様のほうのお手元に
あらかじめ原案が配られていると思いま
すので、一人一人名前を読み上げる形で
紹介したいと思います。まず会長理事、

わたくし鈴木孝幸。会長エレクト理事、高畠裕さん。副会
長理事が、佐藤幸彦さん。幹事理事が、須藤正樹さん。会

計理事が、横田俊郎さん。ＳＡＡ理事が、山口治さん。理
事、社会奉仕委員長が、村上堅二さん。理事、職業奉仕委
員長が、齋藤孝弘さん。理事、国際奉仕委員長が青木大
さん。理事、青少年奉仕委員長が、藤田龍文さん。理事、
ロータリー財団委員長が矢田部錦四郎さん。理事、ビジョ
ン推進研修委員長が、宮本多可夫さん。直前会長理事が吉
野敬之さん。副幹事理事が、車田裕介さん。監事が、居川
孝男さん。同じく監事が、成井正之さんです。以上の方々
を2021-2022年度理事監事としてご提案申し上げますので、
ご審議の程をよろしくお願いいたします。

◦吉野敬之議長
　はい、ありがとうございました。只今、鈴木エレクトの
ほうからご提案いただきました人事に関しまして何か皆様
のほうからご質問ご意見等ございましたら挙手を持ってお
願いいたします。拍手を持ってご承認いただければと思い
ます。ありがとうございました。只今の役員人事、承認と
させていただきます。二号議案、その他何か審議事項お持
ちの方がいらっしゃいましたら、挙手を持ってお願いいた
します。ございませんようですので、以上を持ちまして審
議事項のほうは終了とさせていただき、併せて議長のほう
もその任を下ろさせていただきます。慎重審議ありがとう
ございました。

■新役員挨拶
◦幹事理事・役員予定者 須藤正樹会員
　皆さん、こんばんは。次年
度幹事予定者でございます須
藤です。先程は、ご承認あり
がとうございます。それでは、
新役員の挨拶を例年ですと一
人一人前のほうで並んでも
らって挨拶をもらうんですけど、このコロナの中ですので
一人一人前のほうで挨拶一言でお願いいたしたいと思いま
す。

◦会長理事・役員予定者 鈴木孝幸会員
　改めまして、皆さんこんばんは。理事、
幹事さん、ご承認ありがとうございまし
た。私は2005年に入会しまして、ちょう
ど15年です。2012年に矢田部会長のもと
に幹事をやりまして、それから今、会長

になるということです。非常に緊張しております。当初、
ちょうど2年前ですかね、中目直前会長のほうに話を振ら
れて会長職どうだということで言われたんですが、とて
もとても私ではできないという話で何とか断ったんです
が、最終的に押し切られてこのような役を受けることにな
りました。せっかく会長をやるのでありますから、今まで
もちょっとは勉強はしてますがもう少しあと半年間、一生
懸命勉強して会長職を無事に全うしたいと思っております。
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また後で話をいただきたいと思うんですけども、先程も会
長のほうから話がありましたとおり、金田昇さんが次年度
のガバナー補佐の大役をお努めになるということで、奇遇
ですが矢田部会長そして私が幹事の時に、吉成さんもガバ
ナー補佐を務めておりまして、あの時の矢田部会長の言葉
を覚えております。せっかく、このクラブからガバナー補
佐を排出するのであるから、一生懸命応援してそれが吉成
ガバナー補佐のためにもなるし、あとはこの西クラブの
知名度、そして印象を高める宣伝するチャンスであるから
一生懸命応援するんだという言葉を記憶に残っております。
ですから、わたくしも矢田部会長の意思を継いで、来年、
金田昇ガバナー補佐をさらにそれ以上応援してＩＭもある
ことですし、このクラブを一層盛り上げていきたいなとい
うふうに考えています。話は変わりますが、今までは皆さ
んには多分知ってる方もいるかもしれませんが、実はうち
の他界した親父、鈴木伸幸は、白河ライオンズクラブの初
代会長なんです。実は40才のやくの時に、大変な怪我をし
て頸椎を痛めてその役を降りて退会することになりますが、
そういうことをちょっと考えると、同じ大きいこういった
奉仕団体の会長をできるということが亡くなった父への餞
にもなるかと思いますし、一生懸命腹を据えて頑張ってい
きたいなというふうに思っております。最後に、昨日政府
のほうから年末年始の過ごし方、年末年始の新年会、忘年
会、あとはうちにもおりますが成人式、そして帰省に関す
るガイドラインみたいなものが、新型コロナ感染対策推進
協議会みたいなところからこういった資料が出るというの
はなかなか珍しいと思うんですけども、皆様も拝見してい
るかと思いますが、そういった国を挙げて緊急事態だとい
うことを訴えておる状態だと思います。そんな中で、この
ロータリークラブ続けていくわけですけども、是非コロナ
に負けない、そしてコロナから逃げない強いロータリーク
ラブとして、今後あと半年間、吉野会長に進んでいっても
らいたいですし、その後私が引き継いで強いコロナに負け
ないロータリークラブとしてやっていければいいかななん
て思っております。これから会長終わるまで一年半、皆様
のご協力がなければ達成できません。皆様の暖かいご指導
ご鞭撻を期待しまして、わたくしの挨拶にしたいと思いま
す。皆さん、よろしくお願いします。

◦会長エレクト理事・役員予定者 高畠裕会員
　皆様、ご承認いただきまして会長エレ
クトを仰せつかりました高畠でございま
す。一年間、鈴木孝幸会長、そして須藤
幹事を盛り立てながら頑張っていきたい
と思いますが、こちらの四つのテストに

書いてあるとおり、みんなに公平なのか、そしてみんなの
ためになるか、その辺を一生懸命追求しながら少しでも
地域のため、そして会のためにご協力できればと思ってお
ります。また、この場を借りて、今回私のお願いを聞いて
いただいた車田副幹事、本当にありがとうございます。皆

様の場でちょっと一言だけお話したいんですが、車田君は
今お仕事が大変忙しい中、本当に無理を言ってお願いして
引き受けていただきました。車田君に関してなかなか出席
叶わない時もあるかと思いますが、その分私が一生懸命カ
バーしていきたいと思います。そして私も立場上、議会中
は欠席になると思いますが、そういったご不便を皆様に
おかけすることをこの場を借りてまずお詫びさせていただ
きます。その分、出席できる限りさせていただき皆様のた
めになれるよう一生懸命頑張ってまいりたいと思いますの
で、一年間また会長エレクトとして頑張ってまいりますの
で、どうぞよろしくお願いします。

◦会計理事・役員予定者 横田俊郎会員
　皆さん、こんばんは。引き続き、会計
のほうを務めさせていただくことになり
ました横田でございます。来月で白河に
来てから2年ということで思いのほか長く
続いたもんですから、次年度も残れるん

じゃないかと思って頑張りたいと思っておりますので、是
非お引き立てのほうをよろしくお願いいたします。ありが
とうございました。

◦ＳＡＡ理事・役員予定者 山口治会員
　次年度、ＳＡＡ理事、そしてＳＡＡ委
員長ということでご指名されました山口
です。よろしくお願いします。ＳＡＡは
今回で3回目か4回目になります。そして、
委員長も2回目ということで、もうびしっ

とやって当たり前みたいなところがあると思いますので、
それはそれでプレッシャーになるのかと思ってはいるんで
すけど、その辺をプレッシャーと考えずに粋に感じてやっ
ていきたいと思います。次年度のＳＡＡの考え方は、会長
より目立っちゃ駄目という考え方でやっていきたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

◦理事・国際奉仕委員長予定者 青木大会員
　国際奉仕委員長を仰せつかりました青
木です。今年度に引き続き来年も同じ国
際奉仕ということで、何とかランドセル
を会長と一緒に届けに行きたいと思いま
すので、よろしくお願いします。

◦副会長理事・役員
　予定者

◦理事・社会奉仕委員長
　予定者

佐藤幸彦会員 村上堅二会員
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◦理事・青少年奉仕委員長予定者 藤田龍文会員
　皆さん、こんばんは。来年度、青少年
奉仕委員会を仰せつかりました藤田です。
来年も、こういう状況がどのように改善
されてるかというのはなかなか想像つか
ないんですが、ＣＫＢをはじめ、今まで

先輩が築いてきた継続すべき事業はその時代に合わせて
しっかり引き継いでやっていきたいと思いますし、また新
たな事業が考えられればまたどんどんやって鈴木年度のほ
う盛り立てていきたいと思っております。また、金田ガバ
ナー補佐と一緒にお手伝いできる機会もいただきましたの
で、諸橋さんと二人で一生懸命金田ガバナー補佐のほうも
応援してこの会を盛り立てていきたいと思いますので、ご
協力の程をよろしくお願いいたします。

◦理事・ロータリー財団委員長予定者 矢田部錦四郎会員
　皆さん、こんばんは。今度、ロータ
リー財団委員長を仰せつかりました矢田
部錦四郎です。このコロナ禍の中で、皆
さんお金の使い方どこで使っていいか
困ってると思うんですね。是非、ロータ

リーのほうの財団、米山、そしてポール・ハリス・フェ
ロー、財団のほう、そういうお金は私のほうに言っていた
だければすぐに対応していきますので、よろしくお願いし
たいと思います。私も居川先生が会長時に幹事をやって、
居川先生からいろいろと学ばせていただきました。そして、
私が8年前の会長の時に先程会長エレクトからあったよう
に幹事をやっていただきました。非常にまっすぐに進む部
分がありまして、私は手綱をそんなに先導しなかったんで
すが、やはり間違った事とやって駄目な事はっきりしてる
ので、付き合ってみると本当にこんなにわかりやすい人は
いないなということで、私も安心して会長を務めることが
できました。その甲斐があって、私もいろんな会長から学
んできたんですが、何を会長の後ろ姿として見せられた
かなということで、改めてちょっと反省してみたんですが、
やはり酒の飲み方と人の付き合い方だけは多分みっちり鈴
木孝幸さんは見てきたと思うんですね。やはり、ロータ
リーみんなと仲良くどうして楽しくやるかということが基
本だと思うので、その辺をしっかり後ろから見ながらバッ
クアップしていきたいと思います。どうぞ皆さん、鈴木孝
幸会長エレクトを来年皆さんで協力して持ち上げて楽しい
ロータリーにするためにご協力をいただければと思います。
よろしくお願いします。

◦直前会長・理事予定者 吉野敬之会長
　来年度は直前会長といたしまして直前
会長の責務であります乾杯のご挨拶をし
てしてしまくれるような一年になると本
当に嬉しいなと思います。モットーとい
たしましては、早い、短い、上手いの三

拍子でご挨拶させていただく予定でございますので、よろ
しくお願いいたします。

◦副幹事・理事予定者 車田裕介会員
　皆さん、こんばんは。副幹事理事を仰
せつかりました車田と申します。よろし
くお願いします。今年もあまり来れてな
くて非常に申し訳ない気持ちが沢山ある
んですけれども、こういう役職をいただ

いたということで何もまだ正直いってわからないんです
けど、2年半かけて高畠会長のほうも盛り上げて下支えに
なれるように知識を蓄えると共に、その前の準備も含めて
ロータリー活動に今までよりも積極的にちょっとでも参加
できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願い
します。

◦監事予定者 居川孝男会員
　また監事かということで飽きた、もう
いいだろうと思われる方もいらっしゃる
かと思いますけども、安定感といいます
か、実はですね本当にここ数年、中目年
度から中間の決算報告も去年から出すよ

うになったんですけど、非常にやはり幹事さんと東邦銀行
さん横田支店長含め、幹事との連携が良い関係で実はもう
12月4日には11月30日分がしまっております。素晴らしい
幹事さんの動きだと思うので、須藤君も来年また銀行さん
と上手くやっていただいて、皆さんの貴重なお金をいかに
運用してて幾らあるのかというのが解ると会の運営という
のは、多分会長含めてご安心なさるのかなと思いますので。
また、監事を辞めるために同業者の税理士もう一人引っ
張ってこないと抜けられませんので、頑張って勧誘してき
たいと思います。また一年、よろしくお願いします。

◦監事予定者 成井正之会員
　おばんでございます。今年に引き続き、
もう一年間幹事をやらせていただくこと
になりました。一生懸命、居川さんと一
緒に会のために努力していきたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

◦理事・職業奉仕委員長
　予定者

齋藤孝弘会員

◦理事・ビジョン推進・研修
　委員長予定者

宮本多可夫会員
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◦幹事理事・役員予定者 須藤正樹会員
　最後にわたくし2021-2022の幹事を務め
ます須藤正樹です。会長の足を引っ張ら
ず、人付き合いが苦手な自分ですけども、
来年度一年間でどうにか上手く楽しくで
きるようにしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

◦2021-2022年度
第2530地区県南分区ガバナー補佐 金田昇会員

　皆さん、こんばんは。来年度、2530地
区県南分区ガバナー補佐予定者の金田で
す。ガバナー補佐をやるということにな
りまして、先月と今月、予定者の研修会
に参加しました。その中で、いろいろ今

まで知らなかったことというか勉強不足なことが沢山あり
まして、ロータリーとは何ぞやというところを基本的なと
ころからもう一度勉強し直さなくちゃいけないなというふ
うな思いでいっぱいです。西クラブでいうと、分区代理か
ら始まりまして分区の担当としては4人目になります。益
田森治さん、林さん、吉成さん、私というふうなことなん

ですが、その先輩たちの名に恥じないようなしっかりした
ガバナー補佐をやりたいなと思います。ガバナー補佐をや
るためには、クラブのサポートが重要だと思います。永野
さんと藤田君と諸橋君と応援していただくようになります
が、いろいろ時間取っていただいて、これからしっかり打
ち合わせをしながらやっていきたいなと思います。県南分
区9クラブあったんですが、去年から8クラブになりました。
一つ減ったんですけども（須賀川ぼたんクラブ）、いろん
な意味で厳しい時代、これから来年度がウィズコロナにな
るのかアフターコロナになるのかまだ見当も尽きませんが、
アフターコロナだろうがウィズコロナだろうがロータリア
ンの活動をしっかり支えていけるように、エールを送れる
ようなそんなふうなガバナー補佐を目指していきますので、
クラブの皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたしま
す。

◦閉会の言葉 高畠裕副会長
　次年度も、吉野・堀田年度に劣らないような皆様の応援
を期待したいと思います。以上を持ちまして白河西ロー
タリークラブ2020-2021年度の年次総会を終了いたします。
ありがとうございました。

■年次総会懇親会
◦会長挨拶 吉野敬之会長
　乾杯の前に一言ご挨拶だけさせていただいてよろしいで
しょうかね。先程は、慎重審議ありがとうございました。
思わず実はランドセル、リュックサック騒動というのがあ
りまして、集める名前はランドセルなのかリュックサック
なのかというふうなことで、どっちでもいいんじゃねと
思っていたんですけど、協議の結果ランドセルと決まった
にも関わらず、次年度の委員長がリュックサックと仰った
ので思わず笑ってしまってすみませんでした。ちなみに、
次年度の幹事の須藤君に教えておきますけど、横ちゃんは
お酒さえ飲ませておけば一生懸命働いてくれるのでそこが
ツボだと思います。その辺のツボを押さえて頑張っていた
だければと思います。それ等を含めまして、先程決まりま
した次年度の皆様、私も含めてですが一生懸命また頑張っ
ていただいて素晴らしい会に成長できることをお祈りして
おります。

◦乾杯 中目公英直前会長
　今ほどは年次総会、皆さん方慎重審議
ご苦労様でございました。次年度の鈴木
孝幸会長、幹事の須藤正樹さん、頑張っ
てください。そして、高畠裕さん、車田
君、頑張ってください。その次の佐藤幸

彦さん、一つどうぞ来年度の西クラブの益々の盛会をお祈
りをしております。また、2530地区に出向なさいますガバ
ナー補佐の金田さん、そして諸橋さんと藤田君と、是非

どうぞよろしくお願いいたします。誰も言ってくれなかっ
たので、自分で報告させていただきますが、昨日おととい
2530地区のガバナーエレクトの志賀さんのほうから急に電
話が入りまして、今年何もしなかったから君は居残りで次
年度も青少年奉仕委員会、ＲＹＬＡ委員会に名前を連ねて、
地区の仕事をしてくださいというふうな電話が入りました
ので、鈴木孝幸次年度会長のお許しをいただきまして、来
年度もわたくしも2530地区のほうに出向することになりま
した。そのような形で白河西ロータリークラブの名前を
益々2530地区内までも広まるようにしつつ、我がクラブの
益々のご発展と、このコロナ第3波の中でも今日お集まり
いただいた皆様方の健康を祝し、福島市のようにクラス
ターを出さず同業者の福島市の神主さんは元旦から3日ま
で家に自粛してくださいという福島市長さんの声明を聞い
て、もうドキドキドキドキしてる神主さんがいましたので、
白河市からは是非クラスターを出さないで密を避けながら
皆さん方いろんな所の正月行事をしていただければ楽しく
思っております。そのことも含めて一緒に声高々に乾杯し
たいと思います。乾杯。

永野文雄パスト会長

◦中締め


