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○スマイルBOX
　◦高畠裕会長（予想外の年次総会となりましたが、青木会員の計らいで無事総会だけでも開催できました。あ

りがとうございます。総会の審議ありがとうございました。）
　◦佐藤幸彦会長エレクト（西ロータリー始まって以来の珍事の中、あおき白河斎苑において年次総会お疲れ様

でした。又、次年度役員承認ありがとうございました。色々お世話になります。）
　◦青木大会員（年次総会開催出来て良かったです。）
　◦片倉義文会員（この度、永年医業就業、産科医療功労者として、厚生労働大臣賞を受けました。日本医師会、

産科婦人科医会、西ロータリークラブの皆様、家族に感謝です。）
　◦山口治会員（第一ホテルのトラブルで年次総会が斎場に変更になり、佐藤・村上年度波乱の幕開けの予感で

す。）
　◦金田昇会員（年次総会開催おめでとうございます。高畠・車田年度の折り返し、あと半期よろしくお願いし

ます。）
　◦関谷亮一会員（年次総会おめでとうございます。高畠裕会長、車田幹事、半期ご苦労様でした。残す半期を

頑張ってください。）
　◦永野文雄会員（ハプニング移動例会は驚きました。無事の年次総会おめでとう。）
　◦池田浩章会員（高畠会長、車田幹事、半年が過ぎ

ましたね。後半年好きなように行って頑張ってくだ
さい。）
　◦運天直人会員（次年度役員の皆様、おめでとうご

ざいます。また、本日は急遽会場を提供して頂いた
青木会員ありがとうございました。まだまだスマイ
ルが足らないようなので、皆様よろしくお願いいた
します。）

第1740回例会
令和４年12月22日（18：30～19：30）

移動例会　あおき白河斎場

A  出席免除を受けていない正会員数 ５２名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６６名

C  Ⓐの出席者数 ２６名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 １名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １０名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３７名

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

（例会出席率） ５９．７％

第1740回例会出席状況� （R４年12月22日)

▶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



本日のプログラム

第1740回例会�令和４年12月22日（２）

■会長の時間� 高畠裕会長
　皆さん、こんばんは。思いもよらぬ事
態でこのような事になってしまいまし
た。そして、会場を貸していただきまし
た青木会員、本当にありがとうござい
ます。せっかくの佐藤次年度の、晴れ晴
れしいデビューの時ではあったんですが、

ちょっと雲行き怪しいような雰囲気になってますが、多分
これ以上悪いことは起きないと思いますので安心していた
だければなと思います。今日は、今年度の予算執行の中間
報告と、次年度の役員理事の承認ということになると思い
ます。今日は総会だけという形にはなってしまいますが、
本当に皆さんご移動までいただいてありがとうございます。
また、中目会員におかれましては先週土曜日、御鎮座百周
年の神社のお祝いがあったということで、昨日おとといの
新聞にも掲載されておりました。本当におめでとうござい
ます。会員として素晴らしいところであります。というこ
とで、今日は総会のみになってしまいます。そして、代わ
りに皆様の食事に関して何か方法があればということで提
案を考えておりますので、しばしお時間をいただければな
と考えております。総会のほうに入りたいと思いますので、
今週の会長の時間はこの辺にさせていただきたいと思いま
す。本当にありがとうございます。

■幹事報告� 車田裕介幹事
◦ガバナー　佐藤正道、地区研修リーダー　石黒秀司：後

期地区委員会総会のお取りまとめのお願い
◦ガバナー　佐藤正道、米山記念奨学会委員会 委員長　

武島昭良：奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き
受けについてのお願い

◦地区事務　芳賀美宝子：ガバナー事務所、地区事務所、
年末年始休暇のお知らせ

■本日のプログラム
年次総会� （司会　車田裕介幹事）
◦開会の挨拶� 阿部克弘副会長

　皆さん、おばんでございます。私もこ
こで例会をやるというのは初めての経験
でありまして、なかなか貴重な体験をさ
せていただきましてありがとうございま
す。それではただ今より2022-23年度年次
総会を始めたいと思います。よろしくお

願いいたします。

◦会長挨拶� 高畠裕会長
　改めまして失礼します。今日は年次総会ということで、
一年で12月で一番最後の例会が年次総会となっておるわけ
ですが、青木さんのお計らいでこういった会場ご利用させ
ていただきましてありがとうございます。また、先程開会
点鐘の鐘の話もありましたが、おりんしかないということ
なので、今日はそちらのほうはなしになりますのでよろし
くお願いします。ということで、今日は今年度の予算執行

状況の中間報告ということであります。それから、次年度
の佐藤・村上年度の役員の承認ということになっておりま
すので、皆様におかれましては慎重審議の程よろしくお願
いして承認をいただければなと思っております。どうぞよ
ろしくお願いします。

◦議長選出� 高畠裕会長
　通例に従いまして会長が議長ということで、しばしの間
議長の座を務めさせていただきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。では、着座にて進めさせていただき
ます。まず初めに報告事項としまして、今年度の予算執行
状況中間報告ということで、こちら寺島会計さんのほうで
ご説明をよろしくお願いします。

◦会計� 寺島由和会員
　皆様、こんばんは。会計の寺島です。
会計から予算の執行状況ということで中
間決算についてご報告いたします。中間
決算といいましても11月末締めですので
5ヶ月での実質となります。収入の部、支
出の部、主な概要の部分だけご説明いた

します。まずは収入の部。繰越金それから年会費、決算
額のところご参照ください。収入の部の合計が10,857,383
円。こちらが過去5ヶ月での収入の合計でございました。
続きまして、支出の部。こちらも部門ごとの小計、合計
だけご報告いたします。決算額のところご参照ください。
ＲＩ関係、合計が1,422,125円。続きまして、地区分担金こ
ちらの合計が1,180,000円ちょうど。続きまして運営費、こ
ちらの合計が999,551円。事業費の合計が275,651円。総務
費の合計が1,425,220円でして、支出の部の合計が5,302,954
円でした。収支の差額ですが、一番下ご参照ください。
収入の合計が10,857,383円に対しまして、支出のほうが
5,302,954円です。収入超過ということで繰越が5,554,429円
となっております。中間での実績ですのでこれからまた増
減あるかと思いますが、収入超過となっておりまして適正
に実施されております。一般会計が以上であります。続き
まして特別会計の報告をいたします。3枚目ご参照くださ
い。特別会計の収支のご報告になります。収入の部がス
マイルボックス、ニコニコ等ございまして、決算額合計が
892,083円。続きまして支出の部。合計が200,000円ちょう
ど。ということで収支の差額ですね。収入が892,083円。
支出が200,000円ですので、繰越が692,083円の収入超過で
した。こちらも過去5か月の決算でして、適正に実施され
てることをご報告いたします。会計からは以上です。

次年度役員承認の件
◦村上堅二副幹事

　皆さん、こんばんは。次年度役員承認
の件ということで、皆様に案のほうをお
配りしてあると思いますのをご覧になっ
ていただければと思います。次年度の役
員の名簿を作ってありますのでご確認い
ただきたいと思います。それでご承認い

ただけるようでしたらば、ご質問等あれば言っていただけ
ればいいと思いますので、よろしくお願いいたします。



第1740回例会�令和４年12月22日

◦次年度副会長理事� 藤田龍文会員
　皆さん、こんばんは、次年度副会長の
ほうを仰せつかりました藤田龍文と申し
ます。色々合わせて色々な大役をいただ
きましたので、来年はまず佐藤会長を支
え、阿部会長を支え、また来たるべき年
に精進しながらやっていきたいと思いま

すので、皆様ご指導よろしくお願いいたします。

◦次年度会計理事� 寺島由和会員
　皆さん、こんばんは。会計理事を仰せ
つかりました寺島でございます。入会し
て6か月が経過しまして、お陰様で楽しく
やらせていただいております。クラブの
会計、しっかりとやらせていただきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

◦次年度ＳＡＡ理事� 堀田一彦会員
　皆さん、こんばんは。次年度ＳＡＡを
仰せつかりました堀田です。今年度のＳ
ＡＡを見習って、そつなく一年間頑張っ
ていきたいと思いますので、よろしくお
願いします。

◦次年度理事・社会奉仕委員長� 兼子聡会員
　皆さん、こんばんは。来年度、初めて理
事をさせていただきます社会奉仕委員長で
ございます。知識不足で色々と皆様にご迷
惑おかけするかと思いますけれども、一年
間頑張ってやっていきたいと思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。

◦次年度理事・職業奉仕委員長� 青木大会員
　こんばんは。職業奉仕委員長を仰せつ
かりました青木です。職業奉仕をしっか
りとして、更に発展させていきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いしま
す。

◦次年度理事・国際奉仕委員長
� 諸橋和典会員

◦次年度理事・青少年奉仕委員長
� 齋藤孝弘会員

（３）

◦高畠裕会長
　はい、ありがとうございます。先程村上副幹事のほうか
ら一番下の居川さんと矢田部さんのほうに監事が漢字違い
ですよというお話ありましたので、こちらのほう訂正して
いただいた上でご確認いただいて、この後、決を取りたい
と思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それで
は、皆様のお手元に配られている2023-2024白河西ロータ
リークラブ役員案というふうな書類のほうが配布されてる
と思いますが、こちらのほうで村上副幹事のほうから今ご
提案がありました。この役員で次年度進めていきたいとい
うことでありますが、このような内容で皆様は御了承いた
だいてもよろしいでしょうか。
　はい、ありがとうございました。佐藤・村上年度はこの
メンバーで役員構成というふうにさせていただきたいと思
います。ご承認ありがとうございました。続きまして、第
2号議案としましてその他でございます。こちら何か議案
をお持ちの方がいらっしゃれば、挙手にて承りたいと思い
ますがよろしいですか。なければということで、じゃあこ
ちらはですね、特に皆さんのほうで議案をお持ちでいらっ
しゃる方いらっしゃらないようですので次に移りたいと思
います。ということで、一応審議事項は以上でございま
す。これにて私も議長の座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。

2022-2023年度　新役員挨拶
� 村上堅二副幹事
　皆さん、こんばんは。ご承認ありがとうございました。
次年度、2023-2024年度はこのような役員の体制で進めた
いと思います。よろしくお願いいたします。それでは初め
に、会長理事予定者佐藤幸彦さん、よろしくお願いいたし
ます。

◦次年度会長理事� 佐藤幸彦会長エレクト
　改めまして、皆さんこんばんは。今程
は早速、新役員のご承認いただきまして
誠にありがとうございます。皆様のご協
力いただきながら次年度頑張っていきた
いと思いますので、どうぞよろしくお願
いしたいと思います。また、今日このよ

うな突然の場所移動等、また青木会員のすごい采配とい
い、さすが白河西ロータリーだなと思うとこが多々ござい
ました。皆さん、次年度は楽しみながらいきたいと思いま
すので、一年間どうぞよろしくお願いします。

◦次年度会長エレクト理事� 阿部克弘副会長
　改めまして、おばんでございます。次
年度、会長エレクトを仰せつかりました
阿部克弘です。佐藤・村上年度の目指す
活動目標達成のために貢献サポートして
まいりたいと考えておりますので、どう
か一年間よろしくお願いいたします。



第1740回例会�令和４年12月22日（４）

◦次年度理事・ロータリー財団委員長� 中目公英会員
　皆さん、こんばんは。ロータリー財団
委員会の委員長理事の中目でございま
す。高畠会長前年度からの居残りであり
ます。佐藤幸彦年度が地区の財団補助
金を活用する立派な事業を実施できるよ
う、また皆様方から財団のお金をご協力

いただけるよう頑張っていきたいと思っております。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◦次年度理事・ビジョン推進研修委員長� 宮本多可夫会員
　次年度のビジョン推進研修委員の委員
長を拝命いたしました。今年度に引き続
きまして。この委員長は5年目になります
ので、次年度佐藤エレクトからやってく
れということで断りきれなかったんです
けど、次次年度くらいからは新しい委員

長にバトンタッチすべく、次年度は佐藤幸彦エレクトをサ
ポートしながらこの委員会をやっていきたいというふうに
思います。どうぞよろしくお願いします。

◦次年度直前会長理事� 高畠裕会長
　次年度直前会長理事ということであり
ます。実際今は、まだ自分の年度の半分
終わってちょっと喜んでたところだった
んですけど、こうやって次年度の方が出
てきますとちょっと寂しい感じもしない
でもないかなという感じがします。佐藤

年度に少しでも繰越金を残せるように努めて残り半分全う
させていただきたいと思います。次年度は、乾杯要員とし
て頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

◦次年度副幹事理事� 十文字光伸会員
　皆さん、こんばんは。副幹事理事を承
りました十文字です。私はまだまだ新人
なもんですから、今年度村上幹事を見習
い勉強しながら役立てていきたいと思い
ますし、努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

◦次年度監事� 居川孝男会員
　万年さら監事をさせていただきます居
川でございます。早く同業者を入れない
限り脱出できないかなと、同業者を見つ
けてきたいと思っております。よろしく
お願いいたします。

◦次年度監事� 矢田部錦四郎会員
　同じく、矢田部です。よろしくお願い
します。

◦次年度幹事理事� 村上堅二副幹事
　次年度、幹事を仰せつかりました村上
と申します。本日はちょっとカンジ違い
でごめんなさい。本当に申し訳ございま
せん。大変恐縮ですけども一年間佐藤会
長をサポートしてまいりたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

◦高畠裕会長
　閉会前に皆さんにご報告を一つさせていただきたいと思
います。今日は例会のほう、年次総会にこうやってお集ま
りいただいたんですが、第一ホテルのトラブルにより食事
というか懇親会のほうがなくなってしまいました。大変申
し訳ございません。それに伴って、多分食事されないで出
て来られた方も沢山いらっしゃるんではないのかなと思っ
ております。極力、例えば「タントゥ」さんもこれから
お店入ることは可能なんですか。あっ、無理ですね、は
い。あと、あゆみさんの所とか、うちの「赤門」だったり
とか、そういった自分自身でお付き合いのある所があれ
ば、西ロータリーの名前で1,500円程度での食事をしてい
ただいて、出た分は自分でちょっと足していただいて、
約1,500から2,000円位の間で領収書を白河西ロータリーに
持ってきていただければ清算をさせていただきたいと思
います。せっかく皆様にご足労いただいたにも関わらずこ
ういった事になってしまいました。ということで、メン
バーのお店、あるいは個人的にお付き合いのあるお店で、
1,500円から2,000円程度のお食事をされる方、それはそれ
で結構ですので白河西ロータリーの名前で今日の日付で領
収書を次回ご持参いただければなと考えております。あと
は、「赤門」とあゆみさんの所であれば領収書はなしで、
我々のほうからクラブのほうに請求しますので。時間の
ある方、そして食事取られてない方がいらっしゃいました
ら、そういった形でお食事を取っていただければなという
ふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。申
し訳ございません。ありがとうございます。失礼します。

◦閉会の挨拶� 藤田龍文会長ノミニーデグジネート
　皆さん、改めましてこんばんは。慎重
審議ご苦労様でございました。東日本大
震災の時の緊急の対応の仕方とか、ここ
数年でコロナとか、そういった部分のい
ろいろなこの緊急の対応の仕方というの
は、すごく見習うべき事だと思いますの

で、まだあと数年コロナがどういうふうにこう終息してく
のかとか、ウクライナ情勢とかいろいろあると思いますの
で、一応お任せいただいた年度は周年ということですの
で、通常とはまたちょっと違う催しも沢山あるかと思いま
すので、そういった時にその時々の情勢とか環境に合わせ
た対応で西ロータリーらしい事をやっていきたいと思いま
すので、それまで精進しながらやっていきたいと思います
ので、そちらのほうもご協力いただいて、まずは佐藤年度
の船出ということで今夜はお祝いしてきたいと思います。
以上を持ちまして、年次総会のほう終了していきたいと思
います。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/


