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創立 1986 年

○ソング
　◦我等の生業
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（今年度例会も残り１回となりました。とりとめのない会長回顧ではございましたが、お伝えしたかっ

たのは感謝の気持ちです。本当に有難うございました。）
　◦堀田一彦幹事（吉野会長、そして会員の皆様、１年間ありがとうございました。）
　◦金田昇会員（先週末に次年度の分区会長幹事会を開催させていただきました。しっかり準備して新年度に備えてまい

ります。）
　◦佐藤清作会員（コロナ感染の中クラブ運営が大変な一年だったかと思います。吉野会長様、堀田幹事様ご苦労様でし

た。）
　◦関谷亮一会員（吉野会長、堀田幹事いよいよ例会もあと一回ですね。一年間大変御苦労様でした。）
　◦富永章会員（吉野会長、堀田幹事、一年間大変ご苦労様でした。）
　◦居川孝男会員（吉野会長、堀田幹事、いよいよカウントダウンですネ！あと少し頑張りましょう！）
　◦成井正之会員（吉野会長、堀田幹事様コロナ感染症の厳しい状況の中、ロータリーの運営、大変ご苦労様でした。先

日、６月13日に男の孫が誕生しました。孫の誕生をお
祝いしてスマイルします。名前は成井伊澄（イズミ）
だそうです。）

　◦吉田充会員（吉野会長、堀田幹事一年間ご苦労様で
す。最後に周年事業がありますが、皆様宜しくお願い
致します。）

　◦石部辰雄会員（本日ワクチン注射があり、時間を戴
きます。）

　◦青木大会員（吉野会長、堀田幹事、１年間おつかれ
様でした。）

　◦根本あゆみ会員（吉野会長、堀田幹事、１年間お疲
れ様でした。来週出席できないので今週スマイルしま
す。テイクアウトでピザ始めました。関谷さんの野菜
を使用しています。ぜひ食べて下さい。価格はスマイ
ルと同じ2000円です！！）

　◦水上泰真人会員（結婚記念のお祝いありがとうござ
いました。本日は遅刻してしまい申し訳ありません。
今後とも宜しくお願い致します。）

　◦永野文雄会員（吉野会長・堀田幹事さん西クラブ創
立35周年の年。コロナ騒ぎの中での１年間、大変お疲
れ様でした。ありがとうございます。）

第1670回例会
令和３年６月17日（12：30～13：30）

A 出席免除を受けていない正会員数 ５０名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６４名

C  Ⓐの出席者数 ３４名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ３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） ４９名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６２
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ７９．１％

第1670回例会出席状況� （R３年６月17日)
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆様、こんにちは。今日を入れまし
て、ついに残り2回ということでござい
ます。本日も、残り2回の例会に多くの
方がご出席いただきましてありがとう
ございます。出欠表を見ますと、今日
はズームを入れて40名の参加となって

いるそうでございます。これは今年度の体制に対する惜
別の情なのか、それとも次年度に対する期待の高さな
のか。多分、後者だとは思うのですが。何とか残り2回
頑張らせていただきたいなというふうに思っております。
今日はプログラムとしまして、会長・幹事の一年間回顧
となっているわけですけども、どのようなことをお話す
ればいいのかなんていうことを考えて、中目パスト会長
が去年お話した内容をちょっと見させていただきました。
そうしましたら、去年の今頃、実は諸橋和典会員が同級
生のコンペで足の骨を折ったというような、それのお見
舞いを中目さんがお届けにあがっていたという記事が出
ておりまして、現場には私もいたわけですけれども、そ
れからもう既に一年が経っているんだなというふうにふ
と思いました。いろんなことを考えたり感じたりする時
によく、ああもう一年かというふうに考えるわけですけ
れども、まさに諸橋君が今ピンピンとしている姿を見て、
ああ一年経ったんだな、早いなというふうに思う今日こ
の頃でございました。今日は一年の回顧ということで、
後程たっぷりお話をさせていただきますので、会長の時
間この辺にさせていただきたいと思います。最後に、後
程吉田委員長のほうからお話があるかと思いますが、1
月に予定しておりました中村文昭講演会並びに清掃活動
のほうが、今週の日曜日20日に行われます。もう皆様の
ほうには出欠も取らせていただいてると思いますし、ご
連絡は十分行ってると思いますが、もし欠席でも都合が
つくというふうな状況になられた方がいらっしゃいまし
たら、最後の最後になりまして事業ということになるん
ですが、是非ご参加いただければというふうに思ってお
ります。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦しらかわ駅伝競走大会実行委員会 会長 白河市長 鈴木

和夫：第26回しらかわ駅伝競走大会実行委員会総会資
料について

◦第71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：総理大臣メッセージ伝達式
及び街頭啓発活動の実施について（依頼）

◦公財ロータリー米山記念奨学会 事務局長 柚木憂子：
ハイライトよねやま255号

◦白河市国際交流協会 会長 内藤義久：令和3年度白河
市国際交流協会総会資料送付並びに会費納入のお願い
について

■委員会報告
◦青少年奉仕委員会 吉田充委員長

　皆さん、こんにちは。青少年委員会
のほうからご報告させていただきま
す。先程、会長のほうからもお話が
あったとおりでございます。今年の1月
11日、成人の日だったと思いますが、
予定していた今回の事業がコロナ感染

の拡大に伴い、一時中止というふうな形で吉野会長が判
断をしたわけですが、それのリベンジということで今回
6月20日にまた同じ事業をやらさせていただきます。皆
さんのご協力をお願いしたく、今日はここに登壇しまし
た。事業内容とすれば、35周年の記念事業ではありま
す。それと、内容とすれば市内の清掃活動と中村文昭氏
の講演会がメインでございます。集合時間等をお知らせ
します。集合時間が12時15分、新白河駅集合です。車等
ですね、第一ホテルさんのほうにお借りして停めさせて
いただく分と、あとは信金さんの一番左側の奥の所に停
めるスペースがロータリーの部分でとってありますの
で、どちらかに停めて歩きで新白河まで移動してもらう
か、第一ホテルさんに停めて、あと向こうに何台か車を
置いてあればピストンで車を取りに来るというふうなこ
とで対応していきたいというふうに思いますので、よろ
しくお願いします。あと役割が一つございまして、ごみ
拾いのほうの班長さんということで、1班の班長さんが
阿部克弘さんが班長ですので、そこに張り付く部分で、
齋藤孝弘さんと堀田一彦さんがおります。2班が、村上
堅二さん。2班の班長というふうなことでそこに張り付
くのが、池田さんと高畠さんになります。よろしくお願
いします。3班が、鶴丸さんが班長という形でお願いし
ます。そこに石部さんと山口さんが張り付くような形で
サポートをお願いしたいと思います。4班が、運天君が4
班の班長というふうな形になります。張り付きが、成井
さんと渡部勝也さんのほうでお願いしたいと思います。
5班の班長が、横田さん。横田さんが5班の班長というこ
とで、張り付きが、金田昇さんのほうにお願いしたいと
思います。6班が兼子君が6班の班長という形で、張り付
きが藤田龍文さんと高畠さんのほうで3名ということに
なりますので、よろしくお願いします。中学生の方々
と、その班長さんが主導していただいて統制を取りなが
らよろしくお願いしたいと思います。あとは参加する
ロータリーメンバーさんがもっと増えれば助かりますの
で、よろしくお願いしたいと思います。本当に急急でい
ろいろ準備しておりますが、まだ完全ではない部分もあ
りますが、35周年の実行委員会の中でいろいろやってま
すので、当日までにはきちんとした形でできると思いま
すのでよろしくお願いいたします。それともう一点、23
日なんですが大信中学校の青木先生のほうから要請があ
りまして、今年は中学生が会社に訪問する活動がコロナ
の関係でできないということで、白河西ロータリークラ
ブのほうに、企業、会社の社長というふうな部分で、子
供たちに向けたお話をしていただきたいというふうな要
望がありまして、23日に8時50分から11時半までの間、4
名の方にご協力をいただいています。1時間目が、阿部

（２）

本日のプログラム
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克弘さんのほうにお願いしております。2時間目が、居
川孝男さんにお願いしております。3時間目に、大住由
香里さんにお願いしてます。あと、鶴丸さんのほうに4
時間目ということで、4名の方に子供たちに向けたメッ
セージというふうな形でお願いしてありますので。時間
大変だと思いますし、話す内容も大変だと思いますが、
急急ではございますがよろしくお願いしたいと思いま
す。

◦親睦委員会 櫻岡敏之委員長
　親睦委員会からご案内いたします。
来週の例会が、会長幹事慰労会となり
ます。既にご案内は流しておりますけ
ども、まだ出欠が届いていない会員の
方がいらっしゃいますので、明日まで
お待ちしますので是非多くの皆様で会

長、幹事を慰労したいというふうに思いますので、出席
の程をよろしくお願いいたします。

◦次年度幹事 須藤正樹会員
　次年度幹事からなんですけども、次年度の方、名刺を
作成しますので名刺が必要な方は次年度幹事の須藤まで
よろしくお願いします。

■本日のプログラム
会長幹事一年回顧
◦吉野敬之会長

　改めまして、皆様こんにちは。それ
では、本日のプログラムであります会
長の一年回顧のほうを申し上げたいと
思います。2020－21年度、第35代会長
を拝命いたしまして、今、一年間の任
期が終わりを迎えまして、次年度鈴木

エレクト、須藤次年度幹事に無事にバトンタッチできる
というこの時に対しましてひとまず安堵しております。
これもひとえに我がクラブ会員の皆様方の多大なるご協
力とご支援の賜物であると心より感謝申し上げる次第で
ございます。本年度の回顧をさせていただく際には、や
はりコロナの影響を語らずには通れないなということで、
皆様ももちろんよくご存じだとは思うんですが、昨年の
2月に中国で発症し世界中に広まりました新型コロナウ
イルス感染症感染拡大によりまして、国内の各種行事に
制限が出始めまして、4月からの緊急事態宣言に伴い当
クラブの例会も休会となったわけですけれども、その後、
人流抑制の成果が出て感染拡大が一時的に減りまして、
例会も再開され当時は今ほど経験値もないし知識もな
かったものですから、今後生活は平穏を取り戻していく
のかななんていうふうに考えている中で、わたくしの年
度はスタートいたしました。当時、正直申し上げまして
中目年度は最後に休会に追い込まれたりというような状
況の中で、私の年度はまあまあ大丈夫だろうなんていう
ふうに、安易に考えていたあの頃がちょっと懐かしいか
なというふうに思うわけですけれども、当初は確かに緊
急事態宣言、人流抑制の成果が出て、さほど極端な影響

を受けずに活動はできていたわけですけども、その中で
も公式行事等は軒並みに中止もしくはオンラインで開催
という形に様変わりしましたが、それでも例会に関しま
しては、さほど影響も出ず支障がなく、当時計画してお
りました事業にも影響が出ないだろうなというふうな思
いで過ごすことができました。しかし、11月の下旬にな
りますと徐々に雲行きが怪しくなりまして、12月下旬か
ら年が明ける頃になりますと白河でも徐々に感染者が出
始めまして、今週の20日に変更させていただいたわけで
すけれども、35周年のメイン事業の一つであります中村
文昭氏の講演会並びに清掃活動開催の一週間前に白河で
発生しましたクラスターによりまして、この事業を日程
変更、延期というふうな決断をせざるを得ないという状
況になりまして。その頃に、当クラブの今年度の例会の
1回目の休会というふうな状況に陥ったというふうなこ
とでございました。そして、1月末から二度目の緊急事
態宣言が発出され、前回と同じようにすべての公式行事
が中止に追い込まれていったわけですけれども、それに
併せまして各種ロータリー行事も中止というふうな決断
をせざるを得ないというクラブが増えてまいりましたし、
地区の行事もほぼすべて中止という形になりました。
ロータリークラブにとって不幸だったなと思うのは、伝
統的に2月から3月4月にかけまして各種記念式典やＩＭ
など、そういった諸々のものがその時期に開催されると
いうふうな計画が毎年ほとんどだったために、そこに第
二回目の緊急事態宣言が直撃しまして、軒並みこちらの
ほうも中止や延期というふうな形に追い込まれるという
ふうな形になりまして。更に、開催する場合でもユー
チューブやズームなどを利用した形式となりまして、本
当に当初の計画とは大きく様変わりした、変更したとい
う形での開催というふうになりました。当クラブの35周
年記念式典に関しましても、来場人数の制限をいたしま
して、懇親会は中止。そして、ズームを併用したハイブ
リットでの開催というふうに変更を余儀なくされたとい
うのも、これはコロナのせいでございました。わたくし
自身は開催クラブの会長として、このような形態での開
催に対しましては大変忸怩たる思いではありましたが、
それにも増して様々な変更に次ぐ変更で会員の皆様方に
ご迷惑をおかけするに至った点が何にも増して残念であ
りましたし、皆様に対しましてはそれでも開催するとい
うふうに突き進んでいったために、ご迷惑をおかけしま
した点に関しまして本当に申し訳ない気持ちでいっぱい
でございました。そんな環境の中で活動してきた一年で
ございますが、今年度はＲＩ会長ホルガー・クナーク会
長の「ロータリーは機会の扉を開く」のＲＩテーマのも
と、会長といたしましては「35周年の再構築　ロータ
リーの源流へ」というクラブテーマを掲げまして、多分
皆様お忘れじゃないとは思うんですが、クラブの存在意
義を再構築しよう。それと、例会重点主義で会員資質を
高めよう。3つ目に会員増強目標を達成しよう。4つ目に、
創立35周年を通してメンバーの結束を高めよう。そして
最後に、ロータリー賞へ挑戦しようという5つの重点活
動目標を定めさせていただきました。目標設定当時と実
際に活動しました期間の環境が大きく異なってきたため



第1670回例会 令和３年６月17日（４）

に正直達成できたもの達成できなかったもの等、様々だ
とは思いますが個々に評価に関しましては年次計画書に
載せます次年度の回顧の報告のほうに総括させていただ
きたいと思っております。もし興味のある方はそちらの
ほうに次年度の年次計画書のほうには文章で載っており
ますので、お読みになっていただければというふうに
思っております。先程、重点活動目標のお話をさせてい
ただきましたが、これは総じて時代が変わっていく中で
ロータリーの存在意義を見つめなおして、新しいこの35
周年を契機に改めてクラブの進むべきべき道を模索した
い。そして、そのためにメンバーの結束を高めていきた
いというベースのもとに、この5つの重点活動目標とい
うものを設定させていただきました。そういった意味で
は、今年度の活動は様々な障害がある中で、皆様方のご
協力を持ちまして一定程度達成できたのではないかなと
いうふうには思っておりますが、それとはまた別に皆様
方とパイプを深めたり、結束を高めたりという思いが
あったにも関わらず、やはり懇親例会というものも開く
ことがちょっと不可能だったものですから、本来であれ
ばもっと皆様方と相互に語り合える時間が増えたはずな
のになあというのがちょっと残念だなという思いでござ
います。最後ですので、皆様方とここでちょっと語り合
うというか、私の気持ちをお伝えしたいなというふうに
思っております。阿部克弘委員長におかれましては職業
奉仕委員長ということで、さらに米山奨学生チョウ・ナ
ンダさんを面倒見ていただきまして本当にありがとうご
ざいました。本当に誠実なお人柄で、そういった役柄に
はふさわしいなというふうに、チョウ・ナンダちゃんも
非常に喜んで無事に今、仕事を元気にされているという
ふうなところを見ますと、このクラブと関わりを持って
いただいたことは、彼女にとってもすごい幸せな事だっ
たんじゃないかなというふうに思うにつけ良かったとい
うふうに思っております。唯一残念だったのは、先週も
お話しましたが職業奉仕委員長を招いての例会という講
話をいただくところが、コロナによって中止になったせ
いでそれが達成できなかったというのは非常に私個人も
残念ですし、委員長も残念だと思います。ですが、まだ
まだ機会はあると思いますので、是非来年度以降でそれ
をどういった形かわからないですけど達成していただき
たいなというふうに思っております。ありがとうござい
ました。永野文雄さんにおかれましては、直言居士と言
うんですかね。非常にいろいろなことを教えていただい
て、多分どのクラブに行きましても当クラブのメンバー
が国歌斉唱を歌う時に、指先をぴんと伸ばしてズボンの
横の縫い目に当てると。これは私はいたる所でお話をす
る際に、うちではそういう指導されてるんだよというふ
うに、自慢をしております。是非、今後もそういったい
ろいろ私たちに教えていただけることが多いと思います
ので、今後共よろしくお願いしたいと思います。本当に
ありがとうございました。兼子聡シスター委員長におか
れましては、よく私はあんまりお会いしないですねとか、
ご無沙汰ですねなんてお話をさせていただくんですが、
幹事の後のシスター委員長というのは昔は多分なかった
んだと思うんですが、私が5年前に幹事が終わった後に

シスター委員長、その際にやっぱり前の年にいろんなク
ラブの方と顔合わせができているので、話がスムーズだ
ろうということでシスター委員長には適任だろうという
ことで、それから定番のように毎年幹事が終わるとシス
ター委員長、多分堀田君も来年シスター委員長というこ
とで、非常に適任だとは思います。ただ、本当に幹事と
いう激務を一年間終わらせた上で、またそこに就くのも
大変だと思います。ましてや、大変お忙しい方でござい
ますので、その中で非常に良くやっていただいたかなと
思いますし、来週最終的に深谷の方とまた調印式もあり
ますので、最後までよろしくお願いしたいというふうに
思っております。ありがとうございました。山口治さん
には、会長の時間の話の件で私はいろいろとお話をいた
だきました。吉野君の話楽しいけど、もうちょっとロー
タリーの話ししたほうがいいよというふうに言われまし
て、それからちょっと私も心を入れ替えてロータリー情
報を含めながらの会長の時間になったのは、今日初めて
申し上げるんですがお気付きだったでしょうか。やっぱ
り、いろんな先輩からのそういうお話というのは非常に
為になるなと思います。私もそれからいろいろ変えてい
こうかな、そうだなそれは必要だなというふうに実は素
直な性格でございまして変えさせていただきました。本
当にアドバイスありがとうございました。大竹憂子さん
は、今日も議会開催中の中で女性として本当に忙しい時
間の中やりくりして関わっていただいて、いろいろ途中
途中の大変な山あり谷ありだったのは大きい声で言えな
いところはありますが、本当によくやっていただいてい
るな。まして今週末、最後に本来議会開催中のいろいろ
と忙しい日曜日だとは思うんですが、最後に中村文昭さ
んの講演会ということで、また一つ活躍をしていただく
ということになります。今年はこれで終わりですけど、
まだまだ力は十分にあると思いますので、来年以降も是
非よろしくお願いしたいなというふうに思います。あり
がとうございました。青木大さんに関しましては、もう
言うこともあまりないのかなと思うんですが、先日言わ
れました。どうせ会長の時間あんまり誰も覚えていない
から、よく考えなくてもいいですよというふうに言われ
ました。青木さんは少なくてもあんまり会長の時間は記
憶に残らないらしいんですが、まあ大ちゃんらしいなと
いうふうに思いながら、それでも僕は昨日の夜、酔っ
払った頭の中で一生懸命今日の一年回顧を考えさせてい
ただきました。本当に計画していただいたランドセル、
非常に良い企画だな、私も本当にやってみたいな。実際
に活動が始まったわけですけど、こういう形で残念だな
というふうに思います。年度は替わりますけど来年以降
に、この前の一年回顧の中でも別な国でもいいんじゃな
いかななんていうお話もされていましたが、いろんな国
でやはり困ってらっしゃる方はいらっしゃると思うので、
異例の居残りということではございますが、是非今年度
の思いを持ちつつ次年度も頑張っていただきたいなと思
います。本当にありがとうございました。吉成真五郎さ
んは途中から新入会員として入会していただきました。
私の大先輩でございますので、新入会員としてお迎えす
る時もちょっと私のほうが委縮してしまうような、同友
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会の会長を務められたというふうな方でございます。無
事、ロータリーの良さを私たちが伝えられたかどうかは
定かではありませんが、今年度が始めでございます。来
年度からは、また一つ一つ一緒に共に功労していければ
と思いますので、よろしくお願いします。入会していた
だいてありがとうございます。遠藤敦さんは、いつもい
つも励ましてくれました。途中途中で、まだ途中だから
ね、頑張るんだね。最後の頃になると、いやぁもう少し
だから頑張るんだね。いつもいつも励ましていただきま
した。本町という町内単位では、わたくしが下っ端でご
ざいまして、元方様になりますので普通だとお話がなか
なかできないような立場でございますが、その方からか
けていただいた優しい言葉が私を励まして一年間何とか
もたせていただいたと思います。本当にありがとうござ
いました。井上敬裕さんは途中から入会されまして、先
程もちらっと話しましたけれど、本当はもっと懇親を深
める時間が取れてるのが例年なんですけど、今年は懇親
例会もできずに本当に残念だなというふうに思って、ま
た会社のほうでもなかなかそういう場に出るのに関しま
しても制限があって、うちの堀田幹事は手ぐすねを引い
て待っていたわけですけども、なかなか毒牙に罹ること
もなく今年は過ごしていくんだなと。来年以降はワクチ
ン接種が進みまして、多分活動もしやすくなると思うの
で、またその時に懇親を深め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。吉田充さんに関しまし
ては、本当に30周年の時に私、幹事やらせていただいて、
お前の会長の時には一生懸命頑張るからなというふうに
言っていただいて、私もその言葉を信じておりました。
当初、珍しく充ちゃんにしてはやる気がないスタート
だったんですけども、最後になってみたらやっぱり一番
最後まで充ちゃんにお世話になりました。本当に20日の
日も、最後の最後でもう普通列車がすべて終わっている
時期に事業ということで大変ご迷惑をおかけしますが、
本当に感謝しております。ありがとうございました。齋
藤孝弘さんは、私の同級生ということでプログラム委員
長をやっていただいて、今年はコロナのせいもあるんで
すけど、プログラムが都度都度変わったりしまして、非
常に皆さん方のご迷惑かけたかなというふうにも思いま
すし、それは齋藤委員長のほうに更にご迷惑をかけてい
ると。あそこが中心となってこれをこっち持ってくるか
ら、あれをこっち持ってきてくれというような事を通常、
同級生の友人としてでしたら大概「うるせー、ばかやろ
う。」という言葉が返ってくるんですけど、さすがに会
長だと「わかりました。」というふうに一年間言ってい
ただいたので、来年からも是非私に「はい、わかりまし
た。」と言ってほしいなとは思うんですけど、多分来年
はまた「うるせー、ばかやろう。」に戻るんだなと思い
ますが、本当にあのプログラムではご迷惑をおかけしま
した。またお世話になりました。ありがとうございまし
た。仁平喜代治さんは本当に重鎮としていつもいつも例
会に来てにこやかな顔を見せていただいて、これだけの
団体でございますので、人的にいろいろな問題が発生し
たりという事もあります。実は今年もそれに近いような
事もありましたが、仁平さんに無事に上手くまとめてい

ただいたり、本当に私を助けていただきました。ありが
とうございました。是非、来年度もよろしくお願いした
いというふうに思っております。金田昇さん、本当に一
年間お世話になりました。また、来年はガバナー補佐と
いうことでご指名させていただいて、ご本人も体調のこ
ともありなかなか難しい中、思い切っていただいて努め
ていただくというふうに無事なったことは、非常にわた
くし嬉しく思っております。それを推薦させていただい
た責任上、微力ながら昇ちゃんがこれから行っていく
数々の事には責任を持ってご協力をさせていただきたい
なというふうに思っています。一年の回顧というよりは、
来年昇ちゃんに関しては来年に向けての旅立ちといいま
すか出発といいますか、そういうふうなエールをお送り
させていただきたいというふうに思っております。一年
間、ありがとうございました。村上堅二さんは本当に雑
誌広報委員会として、息子さんが帰ってこられてから少
し時間はできたかと思うんですけど、本当に同じ小売店
ですので、また外回りもされているので時間作るに大変
だろうなというふうに思う中で、できる限りの時間を
使って出席していただいてありがとうございました。特
に先日も深谷との件で、「ロータリーの友」に寄稿して
いただいた文章が取り上げられ、なかなかうちのクラブ
では、前に永野さんが一度あったかなと思うんですけど、
非常に少ない事でございます。これは実は快挙なのかな
と思っております。そういった形で本当に一年間、ご協
力いただきましてありがとうございました。居川孝男先
生は、本当に最後にしたいくらいお世話になりまして。
言葉ではあまり言い尽くせない。よく飲み屋で喧嘩もし
ましたけど、僕も食ってかかったりしましたけど。本当
に周年の実行委員長、それに会員増強も実はもう皆さん
ご存じだと思いますけど、居川さんが主導となって人買
いをやっていただいたわけでございます。その中で、本
当にお世話になりました。ありがとうございました。ま
た、このご恩を多分いつかきっと返すことがあると思っ
ておりますので、ありがとうございました。成井正之さ
んは、監事としてお世話になりました。先日の中村文昭
さんの講演会の委員会も、本当にこの土壇場なのに孫が
風邪ひいているのに、委員会に出てきていただいて本当
にありがとうございました。公私共によく面倒見ていた
だいて助かりました。ありがとうございました。根本あ
ゆみさんは忙しい中、本当だったら僕は委員長にお願い
したいと言ったんですけど、やはりなかなか時間が取れ
ない中で、できる限り時間を取っていただいて活動して
いただいたご恩を感じております。更に、お仕事がこう
いう時期なので大変な中、非常にご協力いただいた恩を
感じております。一年間、本当にありがとうございまし
た。大住由香里さんはこういう時期だと、感染症対策と
いう意味ではなかなか会社のほうで年配の方を相手にす
る仕事だけに大変だろうなと思います。その中でも、出
席委員長として率先して出席をしていただいて、多分大
住さんの中でもこの一年間で何かが変わったらいいなと、
変わったんじゃないかと期待しております。本当に出席
委員長として出席を啓蒙していただいて助かりました。
ありがとうございます。鈴木孝幸次年度会長、本当にエ
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レクトとして今年一年、いろいろと支えていただきまし
てありがとうございます。範を示して差し上げたかった
んですが、範は中目さんのようには示せませんでしたの
で反面教師として捉えてください。若干、良いところも
あるんじゃないかと思うんですけれども。本当に来年度
の活動を期待しております。頑張ってください。ありが
とうございました。渡部勝也さん、今年は周年もありま
して、様々な書類等、文章等作成いただき、毎年毎年の
ことなんですが、今年は周年に絡んだ中でお世話になり
まして、やはり渡部さんがいないと成り立たないなと思
う瞬間が多かった年でございます。是非、次年度以降も
よろしくお願いします。ありがとうございました。佐藤
清作先生はこの中で最年長となられました。やはり、一
番の重鎮でございます。本当に先程のとおり、懇親を深
める機会というのは少なくて、先生と酒を酌み交わすと
いう時間も少なかったわけなんですが、是非今後もご健
康で会にご協力いただいた中で、また一緒に酒を酌み交
わす時間が取れたらいいなというふうに思っております。
本当にありがとうございました。佐藤幸彦さん、無事、
次次次年度の会長就任、おめでとうございます。予定者
ということで、本当に今年米山奨学会ということでお願
いしておりました。本当にありがとうございます。やっ
と真打ち登場ということで期待しております。是非、来
年度以降から登板に向けて頑張っていただきたいなと私
が言うのも僭越ですけど。先程、幸ちゃんの後ろ姿を見
て幸ちゃんはもしかして会長の時にもポロシャツで来る
んですかと言ったら、何を言ってるんだと。俺は幹事の
時に、ちゃんとブレザーを着てたというふうな話をして
おりました。大変失礼いたしました。頑張っていただき
たいなと思います。櫻岡敏之さんは本当に親睦委員長と
して、また櫻岡君の会社の体制がコロナの中でこういう
形でやるのは、大勢が集まる所というのは感染症対策上
ということで本当に気を使っている中、無理をして出て
きていただいてありがとうございました。いつも、第1
例会の時にはうちの隣の「市川パン」でケーキを積んで
いる姿をふと見るんです。何でこいつこんなにケーキ好
きなんだろうと思うんですけども、毎月忘れちゃうんで
すね。ああそうか、第1例会だって。本当に一年間、あ
りがとうございました。まだ、来週は会長幹事慰労会あ
りますので、是非よろしく私を楽しくさせてください。
ありがとうございました。富永章さん、本当に意外とゴ
ルフ以外では会わなかったかなと思うんですけど、いつ
も笑っていただいて、やっぱり年長者の人の笑顔という
のは私を優しい気持ちにしてくれますし、安心感与えて
くれます。本当に一年間、ありがとうございました。鳴
島三夫さんが実は私の会長の生みの親でございまして、
あの時には俺は一生懸命頑張って応援するよというふう
に仰っていただきました。ご無沙汰しております。コロ
ナで大変でございました。鳴島さんから指名されたバト
ンを今、鈴木次年度に無事お渡しできるという報告をこ
こでできることは幸せでございます。会長に指名してい
ただいたおかげで、良い思いができたのかなと、良い経
験ができたのかなと思います。ありがとうございました。
安部和夫先生は私の一服の清涼剤でございました。安部

先生が例会にいると、とてつもなく私は安心します。安
部先生と充ちゃんがいれば、例会は僕にとってはもうほ
ぼ100点でございます。安部先生がいないと50点になっ
てしまうので、毎週毎週出欠を見て今週は安部先生が来
るなと。何がいいんだかわからないんですけど、安部先
生が好きです。なので、安部先生がいる今年はとても楽
しく過ごせました。ありがとうございました。横田俊郎
さんは、本当に会計理事としてだけでなくて、これは三
年続けてになるんですけど今年本当にズーム会議という
形で急遽やらせていただいたので、本当に両方を担当し
ていただいて大変だったと思います。特にズーム会議の
ほうは、一緒に十文字君と鈴木委員長も含めて先週も
ちょっとお話させていただきましたが。本当にズーム会
議に移行してわからない中でやっていただいて本当に大
変な中、鈴木委員長、十文字君、横田さんに関しては本
当に頭の下がる思いでございます。皆さんが残したこの
会議のシステム等は、多分今後白河西ロータリークラブ
の例会や運営に必ずや役立つと思いますし、皆さんはそ
の腕を買われて何やら次年度でも留任ということになっ
たそうでございます。心よりお祝い申し上げます。また
一年間、頑張ってください。運天直人さん、ＳＡＡ本当
に一年間ありがとうございました。先週もお話ありまし
たけど、ＳＡＡは通常は会長経験者、パスト会長がなら
れるという通例の中、私もそれは知ってはいたんですが
是非新しい気風を入れていただきたいという思いの中、
運天君にお願いして無事一年間、会が運営できたのは、
運天君の力無しでは語れないなというふうに思っており
ます。最後に時間配分よくなくて、私にいつも話を振っ
てくる点は若干疑問残りましたが、本当に一年間、ＳＡ
Ａ皆さん方そうなんですけど、早い時間に来て準備をし
てという中、鶴丸彰紀さんもありがとうございました。
なんか十把一絡げみたいに二人一緒にしちゃってすいま
せん。気持ちが一緒なので。鶴ちゃんは本当に他の委員
会も兼任兼任で、スーパースターのようにいろいろなと
ころで活躍されて、その腕を買われて来年は親睦委員長
ということでございます。本当に私も親睦委員長にふさ
わしいなというふうに思っています。そんな君を育てた
のはきっと堀田君だと思いますので、是非来年頑張って
いただきたいと思います。前原俊治さんは口が悪いんで
すけど、気持ちは良い人です。いつもではないですけれ
ど、前原さんと食事をしてた時に前原さんご自身が仰っ
ていました。俺は口が悪いから、人に何か文句言ってる
ように聞こえるらしいんだよなと。でも、僕は前原さん
とはよくゴルフをさせていただいて、いつもそんな話を
して本当にもう3年位前から前原さんが大好きになりま
した。それ以前は、本当にこの人怖いなと思ってました
けど、今日も例会の前にちょっとお話をさせていただい
て、本当にいつもにこにこしてたらもっとスマイルがあ
ると良い人なのになと思いながら、でも本当に若いＳＡ
Ａメンバー達を支えていただいて、一年間本当にありが
とうございました。吉田三津子さん、今年度から急急で
こちらの、うちのクラブだけじゃないですけれども、す
べての事務局員として右も左もわからない中、一年間あ
りがとうございました。是非、長く続けていただいて今
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年の経験が来年再来年に生きてくるように頑張っていた
だきたいと思います。本当にお世話になりましてありが
とうございました。最後に堀田一彦幹事に対しまして、
一年前、自薦で吉野会長がやるんだったら俺が幹事をや
るしかないでしょうというふうに手を挙げていただいて、
そこから始まった一年間でございましたが、やはり堀田
幹事はもう皆さんよくご存じだと思いますけど非常に優
秀です。事務能力にも長けておりますし、記憶力も良い
ですし、私のそういった部分の仕事すべて堀田幹事が
担っていただきました。おかげをもちまして、私は一年
間無事ここに辿り着けたのかなというふうに思っており
ます。本当に心より感謝をしております。最後ですけど、
堀田幹事が幹事の間は、ゴルフのハンディは9でしたっ
け、11でしたっけね。幹事じゃなくなったらハンディは
少し下げさせていただきたいと思います。でも、本当に
一年間ありがとうございました。そのような取り留めの
ない話をさせていただきました。須藤正樹さんを忘れて
ました。須藤正樹君、次年度幹事。堀田幹事にすべて聞
いてくれれば、今年は。ＳＡＡとして、また副幹事とし
て一年間ありがとうございました。皆さん、それこそ
さっきの話じゃないですけど、範を示せたかどうかわか
らないですけど、一生懸命やったつもりでございます。
水上泰真人さん、先日はゴルフご一緒させていただきま
して、なかなかお話をする機会がなかったので一日時間
を過ごさせていただいて、意外とフレンドリーな方なん
だなと。やっぱり、職業柄ちょっと固いのかななんて
思っていたんですが、もっともっと懇親を深める時間が
本当だったら欲しかったです。クラブはまだまだ続きま
すので、来年度以降頑張りたいというふうに思っており
ます。それと、本当にクラブに入会していただいてあり
がとうございました。高畠裕副会長は、次年度エレクト
は本当に彼も心の清涼剤でございました。やっぱり、い
ろいろ思いもあって愚痴も言いたい時もある時に、いろ
いろな話をして和ませてくれたり、本当に皆さんご存知
の人間性でございますので、次次年度会長をやるという
ふうになっておるわけですから、是非頑張っていただき
たいなというふうに思います。是非、よろしくお願いし
ます。一年間、ありがとうございました。諸橋和典さん
は骨折からの無事帰還、おめでとうございます。来年は
是非、骨折などせずご無事に過ごしていただきたいとい
うふうに思います。一年間、ありがとうございました。
特にズーム会議に関しましては、非常に力を発揮してご
助力いただきました件、心から御礼申し上げます。あり
がとうございます。中目公英さんは私にとりましては本
当に超えられない壁といいますか、範を示していただい
たなと。非常に中目会長はしっかりした方で、すべてを
構築してやっていく方。本当は参考にすべきだったんで
すけど、私は性格が性格なもので上手くいませんでした。
それでも、少しでも近づけるように頑張ったつもりでご
ざいますし、その姿があったので曲がりなりにもやって
これたというふうに思って感謝しております。ありがと
うございました。本当に最後となりますが、伝統ある白
河西ロータリークラブの会長を務めさせていただきまし
て、様々な経験をさせていただきましたことは、私は少

なからずその中で成長できたのかなというふうに思って
おります。コロナの中での活動は大変でございましたが、
だからこそ得るものもとても多かったのかなというふう
に思っております。現在ワクチン接種が進んでおります
ので、来年度はこのような形にはならず、できるだけ精
一杯なんの憂慮のなく活動できる一年になることをお祈
りしております。本来であれば、今年度の経過に沿って
お話させていただくのが、会長一年間回顧の通例だとは
思いますが、今年度一年間の皆様へのお礼を持ちまして
私の回顧とさせていただきたいと思います。最後に、今
年度一番良かったなと思うことの一つが、自主退会がい
なかった。退会者ゼロ。もちろん、転勤による交代はい
たんですけど退会者がいなかった。これが私は一番嬉し
いことでございました。繰り返しになりますけれども、
最後本当に繰り返しになりますが、一年間本当にありが
とうございました。

◦堀田一彦幹事
　堀田です。時間があまりないので、
詳しくは次年度の年次報告書のほうに
記載してありますので、そちらのほう
を読んでいただければと思いますが。
先程、吉野さんのほうからもお話があ
りましたが、吉野さんが副会長になっ

た時に僕が吉野さんの幹事ならやりますからというふう
に言って立候補したんですが、その返事がいつになって
も来なくて、半年以上は待ってたと思いますけど。僕が
わかったのは12月総会の総会資料に副幹事の名前に堀田
とあったので、僕幹事になったのだとそんな思いがあり
ます。それから、とりあえずは青木幹事ですとか兼子幹
事等の動きを見ながら、とりあえずすべての会や地区や
分区の集まりには出席しようというふうに決めて幹事を
おこなったんですが、それはとりあえず達成できたので
良かったのかというふうに思います。最後に吉野さんに
お願いをして一年の回顧といたします。幹事になってか
ら、ゴルフのハンディ9枚くださいというふうにお願い
してたんですが、最近ゴルフの調子が悪くて、あと一年
間の延長をお願いします。ということで、幹事の一年回
顧とさせていただきます。一年間、ありがとうございま
した。



ホームページＵＲＬ　https://shirakawa-west-rc.jp
メールアドレス　　　yoshida@shirakawa-cci.or.jp
facebook　　　　　https://www.facebook.com/ShirakawaWestRotaryClub/

第1670回例会 令和３年６月17日（８）

▼ゴルフ愛好会  第４回ゴルフコンペ
優　勝：藤田和克 第12位：吉野敬之
準優勝：鈴木孝幸 第13位：青木大
第３位：齋藤孝弘 第14位：片倉義文
第４位：安部和夫 第15位：十文字光伸
第５位：須藤正樹 第16位：成井正之
第６位：運天直人 第17位：前原俊治
第７位：富永章 第18位：永野文雄
第８位：居川孝男 第19位：横田俊郎
第９位：車田裕介 第20位：堀田一彦
第10位：水上泰真人 第21位：吉成真五郎
第11位：宮本多可夫 第22位：鶴丸彰紀

創 立 35 周 年 記 念 事 業

市内清掃活動 ＆ 中村文昭氏講演会６月20日（日）

６月６日（日）那須霞ケ城ゴルフクラブ


