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第1663回例会
令和３年４月８日（18：30～19：30）

○ソング
　◦我等の生業
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（いよいよ35周年記念式典を迎える事となりました。こんにち迄開催に向けご助力いただいた全てのメ

ンバーに感謝いたします。土曜日は是非数多くのメンバーで我々の誕生日をお祝いしましょう。）
　◦堀田一彦幹事（米沢中央RC小野会長、矢吹RC近藤会長エレクト、ZOOMでの参加ありがとうございます。）
　◦遠藤敦会員（永年在籍ロータリアン表彰を受ける事が出来ました。西ロータリークラブ会員の皆様の協力のおかげだ

と思います。有難うございました。感謝申し上げます。）
　◦金田昇会員（いよいよ35周年記念式典です。会員一同力を合わせて成功させましょう。）
　◦鈴木孝幸会員（35周年決起例会おつかれ様でした。週末の本番の成功を祈っております。本日は職業奉仕の為、早退

致しますのでスマイル致します。）
　◦居川孝男会員（本日は35周年実行委員会担当例会の時間をいただきありがとうご座居ました。いよいよ土曜日に記念

式典が開催されます。メンバーの皆様のご協力宜しくお願いします。）
　◦関谷亮一会員（先日誕生祝いをいただきました。明日で77才になります。多くの皆様に感謝致します。2月13日の

地震での被害を受けられました方々に全員で見舞いの
意を表しましょう。35周年実行委員の皆様ご苦労様で
す。）

　◦十文字光伸会員（先週は誕生祝いありがとうござい
ました。家族みんなで、おいしく食べさせて頂きまし
た。）

　◦鳴島三夫会員（先日、誕生祝いありがとうござい
ました。やっと年度末が終わり、新年度になりまし
た。）

　◦永野文雄会員（35周年おめでとうございます。この
ような準備で、成功まちがいなしでしょう。）

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 ２８名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １２名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ４０名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５９
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６７．７９％

第1663回例会出席状況� （R３年４月８日)
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆様、こんばんは。本日も沢山の会員
の方にご参加いただきまして、誠にあり
がとうございます。更に、今回はわたく
し共のほうの式典のズーム参加に合わせ
て一度テストのほうでいかがでしょうか

とお誘いしたところ、姉妹クラブの会長であります米沢中
央ロータリークラブの会長、小野会長が参加していただい
ております。それと、矢吹ロータリークラブの近藤エレク
トも同時に参加していただいております。お二人、ありが
とうございます。先週の地区大会のほう、皆様ご参加いた
だいたでしょうか。ユーチューブによる開会ということで
初の試みということでございましたが、わたくしは金田パ
スト会長の所で二人で見させていただきまして、いろいろ
と有意義なお話をしながらの楽しい時間を過ごさせていた
だきました。普通に会場で見るよりリラックスして見れ
る部分もあるかなと思いますし、やはり何よりも会場まで
直接行かなくていいという利便性というものがありまして、
今後のいろいろな式典とか、そういった各種大会の運営に
関しましても、またまた考えさせられるところがあるなと
感じた次第でございます。そして、いよいよ今週末、明後
日には当クラブの35周年式典が開会の運びとなります。わ
たくしが年度初めに所信の中で皆様にお話したとおり、35
周年を迎えて各種事業があるわけですけれども、すべての
事におきまして会員の意思の統一、団結力を高めるために
行うという趣旨が一つあるというお話をさせていただきま
した。それに伴いまして、是非当クラブのメンバーには式
典のほうには参加していただきたいということで、先日直
筆のお願いの手紙を書かせていただきました。わたくし書
道は小学校の5年生まで通っておりまして、最終的には7級
で終わったんですけど、当時習っていた先生にはこんなに
教えて7級以上に上達しなかった生徒は初めてだというふ
うに言われております。それでも、恥を忍んでせめて皆様
に私の思いを伝えたいというふうなことで、直筆でお願い
の手紙を出させていただきました。もちろん、いろいろ
諸事情はおありでしょうけど、このコロナの中、ズームで
あったりご来場いただくご来賓の皆様もいらっしゃいます。
是非、当クラブのメンバーにおかれましては万難を排して
参加をしていただければ非常に喜ばしいなというふうに思
います。それと、皆様にロータリー情報といたしまして、
ホルガー・クナークＲＩ会長のほうからコロナに関する情
報が一つ入っております。ご存じのように、ロータリーは
ポリオに力を注いでいるわけではございますが、この世界
的なコロナ禍の中でコロナに対してはどのようなアクショ
ンを起こすのかというようなことをお話が会長のほうにも
行っているらしく、先日リリースがございました。コロナ
に関しましてもＲＩとしましては、今後資金提供を含め協
力体制をしいていくということでございます。個人的には、
ましてや日本という国であれば、やはりポリオよりも今は

コロナだろうという思いもございましたので、そういう思
いの方もいらっしゃるかと思います。これ後程、皆様のほ
うに回覧させていただきますので、是非一読していただけ
ればというふうに思います。本日は、明後日の式典に向け
まして総決起大会ということで、各部署のいろいろな動き
等をチェックしていただくというふうになります。この一
年間かけてこのコロナの中、ここまで築き上げていただい
た皆様に感謝すると共に、是非皆様の努力を無駄にしない
ように明後日に向けて万全の体制を今日で整えたいと思い
ますので、ご協力の程よろしくお願いいたしまして会長の
時間といたします。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦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「在宅勤務延長」のお知らせ
◦国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT室：母子の健

康月間リソースのご案内
◦国際ロータリー日本事務局 経理室：国際ロータリー日

本事務局経理室より2021年4月RIレートのお知らせ
◦国際ロータリー第2530地区 ガバナーエレクト 芳賀利

彦、次期地区幹事 蛭田修二、地区研修・協議実行委員
長 松本俊一：2021-22年度「地区研修・協議会」開催に
ついて

◦2021-22年度ガバナーエレクト事務所：国際ロータリー
データサービス部より登録のお願い

◦国際ロータリーデータサービス部：2021-22年度クラブ
情報と役員の報告・確認について

◦国際ロータリー第2530地区 ガバナー 石黒秀司、地区大
会実行委員長 太田宏：地区大会の御礼

◦2021-22年度ガバナーエレクト事務所：地区名簿データ
確認のお願い、地区研修・協議会ウェブ登録実験ご協
力のお願い、地区研修協議会登録申込書について

◦ガバナーエレクト 志賀利彦、次期地区幹事 蛭田修二、
次期地区資金委員長 菅原廣：2021-22年度地区資金予算
案の送付について

◦白河赤十字奉仕団 委員長 安澤荘一：令和3年度白河赤
十字奉仕団総会及び第1回委員会中止について

◦タカラ印刷株式会社：2530地区「10年のあゆみ」校正の件
◦福島民友：福島民友広告掲載紙について

■委員会報告
◦関谷亮一パスト会長

　皆さん、こんばんは。本日は創立35周
年のリハーサルということで、いよいよ
明後日、居川実行委員長はじめ実行委員
の皆さん、本当にご苦労様です。明後日
のこの式典が成功に終わりますようにご

祈念を申し上げたいと思います。わたくしは皆さんにお願
いがあってここに立ちました。実は平成10年だったんで
すが、平成10年8月27日、この白河地方は大水害に見舞わ
れまして、その時に私はこのクラブに所属して皆さんに大
変なご支援をいただいたという立場から、今回の2月13日

（２）

本日のプログラム
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の地震でこの白河地方は震度5弱の大きな地震がありまし
て、我がクラブの皆さんの中でも大変な被害をお受けに
なられたということで、私は先程申しましたように平成10
年に皆さんに大変なご支援をいただいたという立場からこ
こに立たせていただいて、我がクラブ3名の方がこの地震
による被害を受けてしまったということでございます。ま
ず、中目会員の神社でございますが、灯篭が8基、鳥居が
2基、常夜灯が15基、それから参集殿一部損壊ということ
でございました。また、金田会員におかれましては各事業
所においてシャッターの破損、天井の崩落、多数の点検補
修修理がこれについて修理を手配してるそうですが、いず
れにしても生産拠点であるこの工場が大変な被害を受けら
れたということでございます。もう一方は佐川会員でござ
いますが、佐川会員は玄関のガラス窓が割れたり、それか
ら部屋の絵が落ちたり、ガラスの器が壊れて散らばってし
まったというこのような被害が報告されております。この
お三方に対して、わたくし会長ともご相談いたしましたと
ころ、我がクラブとして見舞いの意を表してはどうかとい
うことでここに立たせていただきました。従いまして、今
日の例会、それから来週の例会、2週に渡って募金箱をお
回しいたしますので、こちらに幹事が持っております箱で
すがこれをお回ししますので、皆様方のお見舞いの意を表
していただければ大変ありがたいとそんなふうに思います
ので、よろしくお願いいたします。おりしも、前も中目
会員からもお話ありましたが、姉妹クラブであります深谷
ノースロータリークラブにおいても、このお見舞いの意を
出して皆さんで大変ご心配をされてるということをお聞き
しておりますので、よろしくお願いを申し上げましてこの
皆さんに対するお願いといたします。よろしくお願いいた
します。

■ポール・ハリス・フェローの表彰
◦金田昇会員、中目公英会員、兼子聡会員

■米山功労者表彰
◦佐藤清作会員、居川孝男会員、中目公英会員

■永年在籍ロータリアン表彰（30年）
◦遠藤敦会員

　■本日のプログラム
35周年決起例会
◦35周年実行委員会 居川孝男実行委員長

　皆さん、こんばんは。35周年実行委員
長を仰せつかりました居川でございま
す。思い出せば35代吉野会長が決まる時
に、一緒に実行委員会、当然居川さん
やってくれるんですよねという軽い一言

から、当然吉野君が会長をやるならお手伝いしましょうと
いう軽いノリで受けて始まった実行委員会でございますが、
思いのほかこのコロナというものとの戦いが始まりまして、
本来4月10日に開催できるのかということで気を揉みなが
ら各記念事業等を考えてきたわけでございます。おりしも、
まず一発目の1月に中村文昭先生を呼んで青少年教育の向
上に努めようという企画も、吉田委員長が学校関係者と協
力しながら思いをはせたところでございますけども、コロ
ナの拡大の真っ最中ということで、やむを得ず今年度最終
の6月に延期してもう一度トライするということと、また
ＣＫＢ野球大会ということで神奈川県の逗子の中学校とか
県南地区の中学生との交流の野球大会を延々と6回目です
か続いてきまして、子供たちも楽しみにしてたとこでござ
いますけども、このような状況下の中でＣＫＢ改めＧＫＢ
野球大会ということで、郡内の子供たちの野球大会を開催
させていただくことがかろうじて出来たことは、このコロ
ナ禍の中で幸いだったというふうに思っております。また、
私共の名誉会員であります林利勝さんと先程お話されまし
た関谷さんが、南湖公園のほうに強い思いがございまして、
南湖の中目宮司様にお願いして何とか植林の場所を提供し
ていただけないかということで、林さんのロータリーの最
終の思いという意味で記念植樹を3月30日に無事に行うこ
とができました。これもひとえに皆様方のご協力と南湖神
社様のご協力のおかげというふうに存じるとこで感謝申し
上げるところでございます。また、青木国際委員長が企画
しましたミャンマーの子供達へランドセルを送ろうという
事業も着々と進んでおりまして、現在150個を超える数の
ランドセルが集まってきたとこでございます。目標は400
個でございますので、今後高校1年生にアプローチをかけ
ながら数を増やしていく予定ではございますが、メンバー
の皆様方お一人お一人の中で甥っ子姪っ子さんが中学生を
卒業したなんていうことがありましたら、是非中学生時代
のランドセルをミャンマーの子供達に送る事業に協賛して
くれないかということでお声掛けをお願いしたいとこでご
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ざいます。日本国内ではコロナ、ミャンマーのほうでは内
戦ということで、とことん私か吉野君の日頃の行いが問わ
れている記念事業と式典になってしまいまして、本当に皆
様には会長共々お詫びを申し上げなければいけないとこで
ございますけども、それはさておき明後日の記念式典、皆
さんのお力で無事に大成功を収めたいというふうに思って
いるとこでございます。本日、ズームのほうでも米沢中央
ロータリークラブの小野会長がご参加というふうにお聞き
しておりますけども、米沢中央ロータリーさんからお酒と、
お祝いということでサラミの詰め合わせが皆さんの分みん
なもう早々に届いておりますので、米沢さんにまた感謝を
しながら、当日メンバーの皆さんにお配りさせていただけ
ればというふうに思っております。米沢の中央ロータリー
クラブの会長、本当にありがとうございます。また、今回
の記念誌につきまして当日35周年のプログラムが皆様に配
布される予定になっております。カラー刷りで綺麗な式次
第が渡部さんのご協力により完成しております。また、当
日4月10日の早朝には、民報、民友新聞にメンバー一人一
人の会社名とお名前の載った新聞掲載記事が掲載される予
定になっております。そんな関係上、記念式典の中でメン
バー63名、プラス特別会員、名誉会員が2名ということで
65名というふうな形になりまして、実は私としては隠れた
記念事業は会員拡大でございます。ロータリーの発展には
会員の拡大なくして会は発展しないというふうに思うとこ
ろで、35年前の白河クラブより設立されました当クラブ27
名のチャーターメンバーで発足したという歴史から、現在
63名プラス2名という65名まで拡大でき、今年度は5名の会
員を新たに迎えることができました。これもひとえに皆さ
ん方の日頃の交流のおかげで、メンバーに新しくお誘いし
ても白河西ロータリーさんだったら喜んで入りたいという
ふうに仰っていただけるのは、私たちの活動が日々認め
られているという部分で喜びに堪えないとこでございます。
何とか吉野年度の間にもう一人くらい増やせれば、地区で
会員拡大の賞を貰えるんではないかというふうに思うとこ
でございますので、皆さん方お知り合いいましたら35周年
の実は隠れたメイン事業は会員拡大なんだよということも
頭に入れていただいて活動していただければ幸いでござい
ます。また、渡部さんのご協力によりまして35周年の歩み
というものも今着々と作成のほうに入っております。35年
前からの歴史がこの一冊に綴られ、35周年の記念式典を最
終原稿として吉野年度内に完成させてメンバーの皆様にお
配りしたいというふうに考えておりますので、お楽しみに
いただければというふうに思っているとこでございます。
これから、各セクションの責任者に当日のお願い事と会場
と司会と含めましてお話がございますので、各セクショ
ンのほうからご報告いただき、そして当日皆さん方には大
変お忙しい中申し訳ございませんが、1時に当ホテルのほ
うに集合していただきまして、3時よりお客様を迎えての
式典にご参加いただければ幸いと存ずるとこでございます。
明後日になります。どうぞ皆さん方、一つ全員参加のもと
ご協力のほど切にお願い申し上げまして、実行委員長のご
挨拶とさせていただきます。当日はよろしくお願いいたし

ます。

◦会場担当 阿部克弘会員
　皆さん、おばんでございます。4月10日、
35周年記念式典の会場担当を仰せつかり
ました阿部克弘です。どうぞよろしくお
願いいたします。当日は、今実行委員長
のほうからお話ありましたように、1時集

合の2時半受付開始、3時セレモニーの開始ということにな
りますので、是非皆様全員参加ということで、皆さんお
集まりをいただきたいと思います。例会はこちらのほうで
やっておりますが、当日はいつもやっております宴会のほ
うでやっております「富士の間」になりますので、是非こ
ちらではなくて向こうの「富士の間」のほうに集合をお願
いしたいと思います。今回、なかなかコロナという難敵と
戦うことになって通常の35周年ができないということです
ので、皆さんの協力があってこその35周年になると思いま
すので、どうかよろしくお願いいたします。

◦受付担当 大住由香里会員
　皆さん、こんばんは。受付のほうを担
当させていただきます大住です。受付の
ほうは、わたくしと山口会員、松永会員、
石部会員、佐川会員と5名で担当すること
になっております。当日は、いつもは一

階のほうで受付をされていたそうなんですけれども、今回
はお客様も少なめということなので、「富士の間」の前の
二階で受付を設置させていただく予定です。市長等を控室
のほうに案内させていただきます。シスターのほうの、兼
子会員、安部会員、須藤会員、佐藤幸彦会員、仁平会員、
中目会員のほうには、当日プログラムと記念品のマグカッ
プとウーロン茶のほうの袋詰めをお願いする予定になっ
ておりますので、ご協力のほうよろしくお願いいたします。
受付開始が2時半となりますので、滞りなく行いたいと思
います。当日、よろしくお願いします。

◦司会担当 鶴丸彰紀会員
　皆さん、こんばんは。当日、司会を仰
せつかりましたわたくし鶴丸と、あとも
う一人、大竹憂子会員のほうでやらせて
いただきます。不慣れですが精一杯頑張
りますので、よろしくお願いいたします。

当日なんですが、会の進行を是非ピリッと進めるコツの一
つとしまして、皆様をお呼びする時の発声もうご存じだと
思いますけどもご協力お願いしたくて、再確認のために今
日お時間いただきました。当日、皆様のほうをお呼びする
際、表彰ですとか感謝状の授与、その他の時にお名前を呼
ぶ際がございます。その際、お名前を呼んでその後に役職
ですとかそれを入れますので、その後元気良く「はい。」
と発声をして手を挙げて、それからご起立いただくという
手順を再確認させていただければと思います。一人例とし
て、では運天直人ＳＡＡ委員長。はい、手を挙げる。同時
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でいいと思います。ただ、ご起立の前に「はい。」と手を
挙げていただく。それから起立という手順をやっていただ
くと、ちょっとピリッと収める形になるかなと思います
ので、是非再確認でございます。このような形で、お名前、
敬称という形で呼びます。普段の会ですと、お名前、敬称
してよろしくお願いしますというふうに振り方をするケー
スもありますが、今回の会では基本的に、お名前、敬称で
止めますので、もうそのまま敬称を呼ばれたら「はい。」
と言っていただいてダブらないようにしますので、よろし
くお願いします。以上、司会からのお願いです。当日、精
一杯頑張りますので、是非よろしくお願いします。また、
何かご不明点ですとか、こうしたほうが良いというアドバ
イスいただきましたら幸いです。よろしくお願いします。

◦記念コンペの説明 齋藤孝弘会員
　皆さん、こんばんは。次の日になりま
すがゴルフの記念コンペになります。お
かげ様で9組全部揃いまして36名の参加に
なります。当日は受付開始が7時で、受付
お手伝いの方はメールでは6時20分集合と

言ったんですが、後で訂正のメール流しておきます。6時
50分までに来ていただければ大丈夫です。当日は開会式が
8時。集合写真、撮ります。その後、各組ごとに写真を撮
ります。渡部さんが撮っていただけることになっておりま
す。よろしくお願いいたします。ルールについては当日、
紙ペーパーでお渡しするのと、当日ご説明いたします。表
彰式はグランディの部屋を一つ借りてますので、そこで行
いたいと思いますが表彰式のみになります。飲食はそこで
は行いません。終了後ですが、西クラブの参加者だけで一
応「赤門」のほうで打ち上げをします。ですが、当日ゴル
フに参加なされない方も、もしお時間あれば「赤門」のほ
うまで来ていただいて軽く打ち上げをしたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。密にならないようにいた
しますので、よろしくお願いいたします。多分、開始時間
は5時か5時半には開始になるかなと思ってます。参加され
ないで「赤門」の打ち上げだけ、もし来たいという方あれ
ば是非お願いします。人数の確認上、一応私のほうにご連
絡だけいただければと思います。当日は、間違いなく晴れ
ます。私の関わったゴルフコンペで、雨はまだ一度しかな
いので。吉野会長の雨男を吹き飛ばしましたので大丈夫で
す。以上です。よろしくお願いいたします。

◦記念事業 吉田充会員
　それでは、記念事業のほうのお願いと
日程変更という部分でお願いをしたいと
思います。1月11日に本来は予定しており
ましたが、白河市内でコロナが発生しク
ラスターが発生したので、急遽中止をさ

せていただきました。今回は、どんなことがあっても中止
はないというふうに思っております。ですので、当日皆さ
んにお手伝いしていただきながら、清掃奉仕活動を12時半
から13時45分まで行いたいと思います。それから、中村文

昭氏の講演会が14時15分から16時ジャストまでというふう
な形になっております。6月20日、日曜日なので、前々か
らこれポスター、チラシですか。今日、渡部さんのほう
で刷り上がって来てますので、これを後でまた、これから
準備するので皆さんにお配りするようになると思いますが、
一回中止になってしまった事業なんですが吉野会長の熱い
思いで、なんでかんでやってほしいという事なので、私も
コロナがどうあれ6月20日ですね、今回はやるつもりでお
りますので、皆さんもご協力をよろしくお願いしたいと思
います。

◦ミャンマーにランドセルを送ろう事業 青木大会員
　先程、実行委員長のほうからも説明が
ありましたが、ミャンマーにランドセル
を送ろう、今150個を超えるランドセル
が集まりました。ありがとうございます。
しかしながら、まだ半分にいっておりま

せん。目標400個です。ただ、送る時期がかなり伸びるん
じゃないのかなというのが、非常に今感じているとこで
す。テレビとかいろんなニュースを見ると、最近は政治家
だけが捕まるんじゃなくて一般のインフルエンサー、要は
ＳＮＳで拡散をしていたりだとかする人すら拘束をされる
ような状況に陥っているという事で、かなり内戦は長引く
んじゃないのかなというふうに想像をしております。ただ、
ここまで乗りかかった舟ですので最後までやり通したいと
思いますし、今ランドセル以外の多分協力も落ち着いた後
には必要になってくるんじゃないのかなという事も考えら
れますので、それも含めて行っていきたいと思います。ま
ずは、目標の400個を集めるという事で、当初は4月いっぱ
いくらいを目標にしてましたが5月いっぱいくらいまで集
めていきたいというふうに思います。チラシのほうをもう
配ってないんですけど、更に追加をして各中学校、高校に
配って再度募集をしていく予定をしております。先程、実
行委員長からもありましたとおり、皆さん方のお知り合い
でまだまだどこかに持っている方がいらっしゃいましたら、
お声がけとご協力をよろしくお願いいたします。
　それと、前のほうにカップが4つ程、デザインが4つ程あ
ります。記念品のマグカップになります。デザインは4種
類用意しましたので、当日、お好きなものを選んでいただ
くのがいいのかなというふうなことを思ってますが、受付
けの仕方次第なのでバタバタしながら何がいいかわからな
い状況なりますし、うまくいったら好きなやつが手に入る
ような形になるかもしれません。その辺は現場を合わせて
皆さんの協力をお願いしたいと思います。のし貼りだとか、
1時に集まって多少やることありますのでその辺のお手伝
いをお願いしたい
と思います。カッ
プのほうはゆっく
り見ていただいて、
どんなデザインが
あるのかなという
のを見ていただけ
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ればなという思いで飾ってありますので、終わってから確
認をしてください。それと、35周年の記念式典の返信がま
だの方が10名くらいいらっしゃいます。多分、来るんだろ
うなという人のお名前が未定になっているというところが
ありますので、できれば〇印をつけて吉野会長を安心させ
てあげていただきたいと思います。出欠がまだの方は、是
非出欠をしてください。よろしくお願いします。

◦吉野敬之会長
　先程、実行委員長のほうからお話ございました今年の記
念事業に関わりまして、コロナであったりミャンマーの政
変であったりという事でなかなかうまくいかないと。こ
れはきっと、実行委員長か会長が普段の行いが悪いんだ
ろうというようなお話がございました。わたくし思います
に、これは二人とも悪いんですね。なので二倍でございま
すので、もし各部所で何か問題が発生したり、そういう場
合は多分私と実行委員長の普段の行いが悪かったというこ
とで、慶事によりお許しいただくということでよろしいの
かなというふうに思っております。先程、マグカップのお
話ございました。実は、まだ皆様には企業秘密ということ
でマル秘でございますが、これちょっと見づらいと思うん
ですがマグカップの一つに私のイラストが入っているもの
がございます。ここに小峰城の上に私のイラストが入って
おります。このイラストはゴルフの景品として、ゴルフ
のマーカーでも使用しております。非常に貴重な品物でご
ざいますので、非売品でございます。是非、この私のイラ
スト入りのマグカップを手にしていただいて、後生大事に
割らずに使っていただきたいと。ただ、このイラストに関
しましては齋藤孝弘ゴルフの担当のほうから、このイラス
トでいいかというふうに言われましたので、いや俺はもう
ちょっと優しい顔してるんじゃないかという話をして、わ
かったとじゃあイラスト直すわと言って一度直してもらっ
たんですけどまるっきり変わってなかったので、これおか
しいだろと話をしまして、その後髪の毛増やしてくれとか
いろいろ言ったんですけど、まあ最新版はちょっと私も目
にしてないので明後日、明々後日、日曜日、実際のものを
見てみたいなと思うんですが。このようにですね、記念事
業も含めゴルフもそうですし、式典、様々な方達が様々な
努力をしていただいて、やっと式典という形で明後日それ
が結実するという日を迎えるにあたりまして、私は本当に
皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思っており
ます。会長の時間でもちょっとお話しましたが、年度初め
にやっぱりこういうふうなものを作り上げる、こういった
ものに向かって皆が邁進する中で、必ずや団結力が生まれ、
皆さん一人一人の個と個の結びつきが強くなり、それがク
ラブとしての団結力を増すのではないかと、またそうした
いというようなお話をさせていただきました。それがやは
り、コロナの中で大変な活動を強いられている中でも形
となって、こういうふうな式典を迎えるにあたりましては
本当にやっぱり皆様方のそういった力、それと皆様方の連
携、団結力、そういうものが高まってきているなと思いま
す。今日にしても、やっぱり出席率がいいんですよね。皆

さんの出席者の数が本当に多いです。当日も、昼間見た時
点で45名の方がもう参加に〇が付いていました。ご都合で
出られないと仰ってる方が4名ほどでございました。残り
の方は多分まだ〇をつけてないだけで、きっと出てくれる
んじゃないかなと期待しておるわけですけども。是非、式
典の日は、これは今までお世話になった地区のガバナーで
あるとか、スポンサークラブであるとか、そのほかご来賓
の方々に対する御礼を申し上げる場所でもありますけれど
も、やっぱり一番はこのクラブの誕生日をクラブメンバー
全員で祝うそういう場所、そういう時間だなというふうに
思っておりますので、是非皆様方が出席していただいて自
らの誕生日をお祝いしていただけたらいいなというふうに
思っております。居川さんももう65歳にはなるわけですけ
れども、明後日は35歳の誕生日でございますので。皆さん、
若返りの季節を迎えられるわけでございますので、是非大
勢の方で自らの誕生日を皆さんと一緒にお祝いしたいとい
うふうに思っております。是非、明後日はよろしくお願い
いたします。

■ロータリー賞プラチナ賞の授与
◦中目公英パスト会長

◦地区ロータリーの報告 金田昇会員
　すみません。せっかく盛り上がってる
ところ、盛り下がるような話なんですけ
ども、11日ゴルフの日なんですけども、
地区大会の二日目という事でセミナーが
あります。もし、ゴルフに参加されない

方、事務局のほうからメールが行ってると思いますので、
ズームもしくはユーチューブで配信になります。それは
特別研修セミナーで、会員元気が出るクラブを作るためと、
それと会員増強のためのお話ということで進めて参ります。
わたくしクラブを代表して行って、パネリストとして白河
西ロータリークラブの活動の内容、それから元気が出て楽
しくて会員増強も進んでるという事を報告させていただき
ます。是非、お時間のある方は見ていただければと思いま
すので、よろしくお願いします。

◦吉野敬之会長
　金田パスト会長のほうからご案内ありました特別研修セ
ミナー、こちらもユーチューブでの配信となっておりまし
て、11日のゴルフに参加した方のために5月のプログラム
でこちらのほうを放映するというプログラムを入れ込む予
定でございます。


