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○ソング
　◦君が代、奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦高畠裕会長（新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。会員の皆様にとって幸多き

一年となります事を御祈念申し上げます。）
　◦永野文雄会員（新年おめでとうございます。健康で楽しい一年をめざします。昨日のゴルフで「会長賞」をいただき

ました。ありがとうございます。）
　◦前原俊治会員（新年明けましておめでとうございます。本年もよろしく。今年もいい年であるといいですね。高畠会

長、車田幹事、あと半年頑張ってください。1月3日は結婚記念日でした。）
　◦阿部克弘会員（新年おめでとうございます。昨年の12月24日の結婚記念日はプレゼントをいただきありがとうござい

ました。今年も引き続きお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。）
　◦堀田一彦会員（明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。諸橋さん優勝おめでとうございま

す。）
　◦運天直人会員（明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨日ゴルフ愛好会の初打ちを

行いました。優勝された諸橋さんおめでとうございます。また毎回懇親会にご寄付いただいてます永野さん、ありがと
うございます。今年もスマイルよろしくお願いいたします。）

　◦寺島由和会員（あけましておめでとうございます。入会して6ヶ月が経過しました。お陰様で楽しくやらせていただ
いてます。本年もどうぞよろしくお願いします。）

　◦根本あゆみ会員（新年明けましておめでとうございます。年末は久しぶりに沢山仕事ができました。ありがとうござ
いました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。）

　◦石川格子会員（クリスマス例会のお礼もまだできて
いませんでした。今年も引き続きよろしくお願いしま
す。）

　◦居川孝男会員（新年あけましておめでとうございます。
高畠・車田年度もあと半年よろしくお願い申し上げます。
今年が輝ける年でありますように！）

　◦藤田龍文会員（新年おめでとうございます。高畠年度
の後半も頑張って尽くしていきます。）

　◦成井正之会員（新年明けましておめでとうございます。
高畠・車田年度もあと半年です。本年もご指導よろしく
お願いいたします。）

　◦安部和夫会員、池田浩章会員（新年明けましておめで
とうございます。高畠会長、車田幹事、あと半年頑張っ
てください。）

　◦金田昇会員（あけましておめでとうございます。今年
も会員の皆様にとって良い年になりますよう。）

　◦村上堅二会員（明けましておめでとうございます。新
しい年に、幸多からんと願います。）

　◦渡部勝也会員（今年度後半もよろしくお願いいたしま
す。）

　◦仁平喜代治会員、関谷亮一会員、瀬谷隆志会員、吉田
充会員、富永章会員（新年明けましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願い申し上げます。）

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 ２７名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ２名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ９名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３８名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６１
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６２．３％

第1741回例会出席状況� （R５年１月５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
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■会長の時間 高畠裕会長
　皆様、新年あけましておめでとうご
ざいます。このような形で、皆さんと
新しい年を迎えられて大変嬉しく思っ
ております。また、昨年度の年次総会
におきましては、会場のほうがちょっ
と使用できなくなりまして、皆様にご

不便をおかけしたことをお詫び申し上げたいと思い
ます。青木会員のご協力により滞りなく総会が終了
し、次年度の新しい役員の皆さんが承認されたという
ことで、本当に何とか総会ができたことをありがたく
思っております。本当に皆様、ご協力いただきまして
ありがとうございました。今日は新年の年頭というこ
とで、わたくし事ですが朝、白河市の公設市場の初市
のほうに招待をされて行ってまいりました。白河市場
も個人でも買い付けはできるんですが、なかなか今コ
ロナ禍ということで飲食店が厳しいというような状況
があります。また、鮭や数の子、カニ、そういったも
のがロシアの関係で倍くらいの値段になっているとい
うお話を伺ってまいりました。我々のほうにとっても
大変生活に直結する話でありますので、一刻も早くそ
ういった部分改善できればなというふうに考えており
ます。また、岸田総理が今年の新しい課題ということ
で、インフレ率を超える賃上げというようなお話をさ
れておりました。言ってることは大変わかります。し
かし、我々民間の事業者のほう賃上げといっても早々
簡単に賃上げができるような状況にはない箇所も多い
かと思います。その辺も含めてご検討していただくよ
うな形にはなるんではないかと考えております。また
もう一つが、異次元の子育て支援ということで、東京
のほうでは小池都知事が、18歳以下の子供たちに月5
千円の給付をするということで話が出ております。国
のほうも子供に対して倍くらいの力を入れてというこ
とで、これからの子供たちに対してそういった部分で
支援をしていくというお話ではありますが、いったい
この財源がどこから出るのか、そういった部分を含め
て本当にチャレンジするにはいろいろな課題があるの
かなと考えております。その点、当西クラブに関して
は財源は前回の中間報告だとまだ余裕があるというこ
とですので、残り半分適度に調整しながら皆さんと共
にその財源を共有させていただいて有効活用していけ
ればなと考えております。今日は、念頭卓話というこ
とでこの後お話もありますし、あるいは今日は月初め
ということでいろいろ各委員会の報告もございますの
で、会長の時間はこの辺にしておきたいと思いますの
で今年一年間、またそして我々残り半分折り返しとな
りましたが6月いっぱいまでどうぞよろしくお願いし
たいと思います。

■幹事報告 車田裕介幹事
◦公益社団法人 白河青年会議所 第65代理事長　上田

雄介：公益社団法人 白河青年会議所2023年度新年
会開催のご案内

◦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：しらかわ駅伝競走大会実行委員会総会の
開催について

◦県南分区ガバナー補佐　郡部仁喜：新年のご挨拶
◦ガバナーエレクト　右近八郎：次年度会長・幹事予

定者と会員データ登録のお願い
◦ロータリーの友：電子版パスワード変更のお知らせ
◦日本事務局財団室：財団NEWS 2023年1月号
◦バギオ会長　淺田豊久、幹事　酒井教吉：バギオだ

より

■各委員会報告
◦ゴルフ愛好会 堀田一彦会長

　あけましておめでとうございます。
ゴルフ愛好会の堀田です。昨日ゴルフ
愛好会の新春初打コンペを大子町の袋
田の滝カントリークラブで行ってまい
りました。優勝は初参加の諸橋さんと
いうことで、諸橋さんのほうから一言

優勝者スピーチをお願いします。

諸橋和典会員
　皆さん、あけましておめでとうござ
います。昨日は、メンバーと天候とハ
ンデに恵まれて優勝することができま
した。ありがとうございました。2年
半前にカートに轢かれて骨折するとい
う事故を起こしてしまい、そのままゴ

ルフ辞めちゃおうかなと思ってたんですけども、昨年
から青木大会員のシュミレーションゴルフ場で練習を
始めまして、100切るぞという目標でやっております。
昨日は実は生涯ベストスコアで104でした。ハーフで
50を切りまして49、これも初めてで。幸先良いスター
トを切れましたので、今年は是非100を切って皆様に
少しでも近づけるように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。ありがとうございました。

堀田一彦ゴルフ愛好会会長
　ありがとうございまし
た。また、高畠会長のほ
うから会長賞をご用意い
ただいたということで、
本日1月5日で足して6と
いうことで、6位の方に
永野文雄さんです。

堀田一彦ゴルフ愛好会会長
　ゴルフ愛好会では、次回4月に第3回のコンペを企画
しておりますので、是非皆様ご参加よろしくお願いし
ます。ありがとうございました。
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村上堅二会員
　皆さん、あけましておめでとうござ
います。本年もよろしくお願いいたし
ます。本日は皆さんのレターケース
のほうに入ってたと思うんですけども、
ガキ大将プロジェクトというものの広
告に来ました。スキーのほうのイベン

トですので、是非お子さん小学校の3年生から中学校
の3年生まで。若干の差は構いませんので是非申し込
んでいただければなと思います。これちょっと西クラ
ブのほうから後援をいただいておりますので、その報
告も含めてよろしくお願いいたします。

◦雑誌広報委員会 鈴木典雄委員長
　皆さん、新年あけましておめでとう
ございます。どうぞ今年もよろしくお
願いします。簡単ではありますが、今
月号の「ロータリーの友」を紹介して
いきます。まず初めに、横組みの3ペー
ジ。今月号を持ちまして「ロータリー

の友」70周年の節目を迎えて、そこにＲＩ会長とロー
タリーの友委員会委員長の髙野さんのメッセージが書
かれております。続きまして、横組みの9ページ、こ
ちらＲＩ指定記事となっております。ＲＩ会長メッ
セージが記載されております。続きまして、横組みの
11ページ、今月は職業奉仕月間となっておりますの
で、特集として私のプライド、その仕事　あなたが
「つくっている」ものはということで、2530地区から
は喜多方ロータリークラブの密井さんが紹介されてお
ります。17ページです。続きまして、同じく横組みの
30ページ、ロータリーの友創刊70周年特別企画として、
1990年から去年の2022年までのバックナンバーの紹
介がされております。続きまして、縦組みの9ページ、
「この人を訪ねて」ということで、こちら宮之城ロー
タリークラブの坂口さんの紹介なんですが。この坂口
さんはフォントデザイナーというんですかね。フォン
トを作る仕事をしてて、鬼滅の刃で使われている書体
などを作成してる会社の紹介と、あとロータリーでの
活動の紹介が記載されています。簡単ではありますが、
「ロータリーの友」の紹介とさせていただきます。あ
りがとうございました。

◦親睦委員会 大住由香里委員長
【結婚記念日】
仁平喜代治会員、佐藤清作会員、前原
俊治会員

【誕生日】
片倉義文会員、湊洋子会員、諸橋和典
会員、須藤正樹会員、瀬谷隆志会員、
永山龍太郎会員

◦2021～2022年度表彰

表彰状
マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー第4回
金田昇殿

表彰状
マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー第2回
諸橋和典殿

表彰状
新米山功労者
池田浩章殿

表彰状
米山功労者マルチプル第2回
金田昇殿

2021－22年度、ガバナー補佐感謝状
金田昇殿

優勝 諸橋和典

準優勝 運天直人

3 位 居川孝男

4 位 堀田一彦

5 位 井上敬裕

6 位 永野文雄

7 位 成井正之

8 位 前原俊治
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　いろいろ表彰を受けた皆
様、本当におめでとうござ
います。そして、ありがと
うございました。それから、
これは昨年度です。鈴木・
須藤年度ですね。2021－22
年度ロータリー賞というこ
とでいただいています。こ
れは白河西ロータリークラブの活動が、全てにおいて
優秀だったということでロータリー賞受賞しておりま
すので、皆様にご報告を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した。

■本日のプログラム
会長年頭卓話
◦高畠裕会長

　年頭卓話ということですので、皆様
にちょっとお話というか思い出という
か、そういったお話をさせていただ
ければなというふうに思っております。
まず、新年をこのような形で皆様と一
緒にお祝いできること、本当にありが

たく思っております。我々、車田幹事と半年間7月1日
にスタートしまして、こうして来れたのも皆様のご尽
力があったおかげだというふうに感じております。本
当に感謝申し上げます。残り半分、どうぞご支援の程
よろしくお願いしたいと思います。さて、皆様の中で
は初夢を見た方もいらっしゃるのではないかなと思っ
ております。私は実は初夢何年かぶりに今回初夢を見
させていただきました。出てきた相手が何故か林利勝
さんという名誉会員の方が出てきたんですが。状況は
もう既に忘れてしまって、どんな内容だったか起きた
時にはもう覚えていないんですが、林さんが出てきて
私を車で送ってくれたというようなイメージがあった
ということで、何か林さんが元気でいらっしゃる証拠
なのかなというふうに感じております。本当にこう
いった夢でもなんでもそうですけど、自分自身がどの
ように考えるか。よく、一富士二鷹三茄子と言って縁
起が良いとは言われてますが、縁起が良いのもこれは
富士山は日本一高い山だったり、鷹は強く賢いという
意味だったり、あるいは茄子は事を成すということで
縁起が良いと言われておりますが、わたくし自身の考
えとしては本人の持ちようであって、すべてが何事も
そう思えば縁起の良い事に繋がるのではないかなと考
えております。なので、わたくし自身特に夢にこだわ
るということもなく、自分自身の考えた道を真っすぐ
進めればなというふうに考えております。そんなこと
もありましてどちらにせよ気持ちの持ち方一つで人生
が変わるんではないかなというふうに考えておりま
す。また昨年は11月にサッカーのワールドカップが開
催されまして、日本チームの健闘が非常に輝いた年で
ありました。そして、今までにないような素晴らしい
戦いぶりを見せていただきまして、国民に勇気を与え
ていただいたというふうな思いがあります。また、昨

年12月の漢字の一言ということで「戦」という字が選
ばれましたが、やはりサッカーでも戦う、コロナとも
戦う、ウクライナとロシアが戦う、こういった意味で
戦うという字が選ばれたのかなと思います。しかしな
がら、戦うという字が良いか悪いかは何とも微妙なと
ころではありますが、今年は一年間皆様にとって平和
でそして世界が平和で行けるような一年になっていた
だければなと考えております。状況的にはそのような
形ではありましたが、白河では去年ちょうちん祭りが
4年ぶりに開催され、そしてまた今年は2月11日がだる
ま市、通常どおり開催されるということで案内が出て
おりますので、少しづつコロナ禍でありながらも良い
方向に進んできたのかなと。withコロナでもう進んで
いるのかなというふうに考えております。我々のクラ
ブも、ずっと前からハイブリットでやっておりますの
で、その点は何の問題もなく過ごせていけるのかな
と。例会も休会せずに進められるのかなというふうに
考えております。今後ともこういった形での例会運営
に関しまして、ご協力をいただければと思っておりま
す。クラブの事に関してちょっと振り返らせていただ
きますと、まず初めに7月に我々車田幹事とスタート
したわけでありますが、まず最初にちょっとした大き
い出来事ということで考えますと、納涼例会ですね。
こちらコロナの真っ最中ということで、結構人数が出
てはいたものの、瀬谷ビルさんの屋上で貸し切って屋
外ということで迷いました。ところが、もう出欠も聞
いてますし、お店の瀬谷君のお父さんからも、大丈夫
なのかい、キャンセルしてもいいよというふうなお話
はありましたが、やはりやらないよりはやれる方法を
選んでということで、屋外でということと、あと是非
やりたいという意思で開催させていただきました。本
当に皆様にはご尽力いただき、特に親睦委員会、大住
委員長はじめ皆様にはご尽力いただきまして本当にあ
りがとうございました。7月中にはＩＭがそのコロナ
禍にありながら納涼会をできたということは、ＩＭが
あったことがやはり大きなきっかけ。ああゆう状況の
中でＩＭを来賓を呼びながら、お客さんを呼びながら
開催できた事というのは、クラブ内の事は当然できる
んじゃないかなと考えた結果でございました。本当に
ＩＭの決断をしていただいた金田さん、本当にありが
とうございました。また、その二日後には、初めての
高畠・車田年度のゴルフコンペということで、消極的
だった私もゴルフに参加をさせていただくようになり、
新しいクラブも買い、諸橋さんのように練習をして、
ちょっとでも上手になれればなと思っておりますの
で、是非諸橋さん次回スクラッチでお願いしたいと思
います。よろしくどうぞ。その次の日が、今度は地区
の財団の研修会に行ってまいりました。こちらも大変
勉強になるセミナーでありましたが、本当にやっぱり
会長になって初めてわかる事っていうのは沢山ありま
して、今までぐうたらやってたことが自分の中で反省
できる点として出てまいりました。そして、8月に入
りますと、米沢中央ロータリークラブさんのほうに6
名でお邪魔をさせていただき、手厚い接待を受けさせ
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ていただきました。本当に米沢中央の皆さんには感謝
するような事ばかりでございました。その後今度は8
月といえばＣＫＢがありました。こちらも前夜祭も含
めて二日間に渡る大会となり、本当に盛り上がった大
会で、逗子のＡチームが優勝したというような結果で
ありました。前夜祭では本当に皆さんでお酒を飲みな
がら盛り上がったなというふうなイメージがありまし
て、そんなことも思い出の一つとなっております。そ
の後、県南分区の会長幹事会。こちらは県南分区の次
年度ガバナー補佐に南ロータリークラブの佐藤靖一さ
んが推薦されるというようなことがありましたという
こともご報告させていただきたいと思います。9月に
入りますと、米沢中央の石井様がお見えになって、こ
こで高座を作って落語をしていただくというふうな事
も思い出の一つかなと考えております。また、地区財
団はズームのミーティングがありました。ということ
で本当になかなか地区のほうは慎重なんですが、我々
意外とハイブリットですね、リアルで行っていたとい
うふうなことが印象的であります。また、ホームミー
ティングが開催され、ここでちょっと厳しい意見も出
されました。反省点として取り上げさせていただいて、
あるいはお客様が話してる最中に食事するのはいかが
なものかということで、その後来ていただいたお客様
には食事を取らせていただきますが申し訳ございませ
んということで、断りを入れるような一つ勉強になる
ようなホームミーティングの結果が出てまいりました
ということでありましたね。それから、10月に入りま
すと、今度は米沢中央さんとの合同例会。私は、その
日はちょっと原発のほうの視察で欠席だったんですが、
時間ギリギリ到着することができて、佐藤エレクトに
は本当にお世話になりました。これも大変ゴルフやっ
た後の合同例会ということで、大変盛り上がったとい
うふうに伺っております。本当に参加していただいた
多くの皆様、ありがとうございました。そして、その
後10月はロータリーの野球東北大会が白河西ロータ
リークラブが主幹でということで開催され、本当に素
晴らしい内容の大会ができました。これも皆様のご尽
力があってこその事かなと考えております。野球も、
そしてすべての事業も本当に一人一人が参加をする
と、そういった意思で混ざっていただけることが全て
において成功に繋がると考えております。その点反省
しなければいけないのがジロデシラカワでございまし
た。こちらはやはり皆様時期的にちょっと忙しい時期
ではあったのでしょうが、参加していただく人数が少
なく参加された方が非常に苦労したということで、こ
れは次年度にとっての一つの課題というふうな形で参
加をする人数が確保できないんであれば、そういった
形で開催しない。あるいは、金銭的な部分での協力だ
けにするといった部分も含めて考えなければいけない
のかなというふうに、ちょっと課題の一つとして残っ
たような形でありました。また11月には、ＪＣの皆さ
ん、そしてＹＥＧの皆さんを迎えての合同例会という
ことで、ゴルフコンペの後の懇親会。やはり、これが
一番大きな会員獲得のチャンスになっている例会なの

かなというふうにも考えております。これだけに頼る
のもいかがなものかというふうなところありますが、
やはり市内には幾つかの団体がございますので、そち
らの団体に取られないうちにこちらのほうで少しでも
声をかけておきたい。そういった意味で非常に重要な
ゴルフコンペ、そして合同例会であったのかなという
ふうに考えております。これからもこういった事業は
継続していかなければいけないというふうに考えてお
ります。また二日後には、喜多方市で地区大会が開催
されました。本当に我々クラブが、県内でも西ロータ
リーという形で素晴らしいロータリー活動をしている
クラブであるということで認められた、先程も皆様に
ご紹介しました表彰がそのような形だと思います。そ
して今回、金田さんはやはり壇上で表彰されるわけで
ありましたが、コロナ禍でということでそちらのほう
が割愛され、クラブの代表ということで私が登壇させ
ていただきました。これも鈴木直前会長が欠席だった
おかげで私にそういったチャンスが回ってきたという
ことで、本当にありがたく感じております。皆様の代
表として受けてきました、ご報告させていただきたい
と思います。千人くらいの会場でしたので、緊張もし
ましたし、晴れ晴れしい気分で受賞をしてまいったと
いうことが未だに記憶にございます。そしてまた12月
に入りますと、歴史文化愛好会、狛犬を巡りましょう
ということで、普段見に行かないような所を、成井さ
ん、関谷さん、本当にお世話になりました。ああいっ
た例会が年に二回くらいあるといいのかなと考えてお
ります。何となくあまり興味なかった狛犬ですが、前
回の移動例会で自転車でちょっと見に行きたいなとい
うふうな気持ちになりましたので、何かきっかけに繋
がっていると思います。私だけじゃなくて他の方も、
参加された方も、ああいった歴史的なものを拝見する
ということは、非常に貴重な体験だなというふうに考
えております。これからも愛好会を中心にそういった
形で進んでいければ、ある程度例会の盛り上がり、そ
してクラブの盛り上がりに繋がるのかなというふうに
考えております。また、クリスマス例会。大住委員長、
そしてあゆみさん、いろいろお世話になりました。あ
りがとうございました。家族参加ができる例会の一つ。
そして、納涼会、クリスマス例会といえば大きな柱の
例会でございます。家族みんなでロータリーを楽しん
で、そして我々がロータリー活動をしてることを家族
の皆様に理解してもらえる良いチャンスとなりました。
皆様にとって素晴らしい企画だ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。また、年次総会。
昨年度末に、一番最後にやった年次総会。これも第一
ホテルさんでちょっとトラブルがありまして、思い出
に残る年次総会となりました。青木会員のおかげで総
会だけでも開催することができ、本当にいざとなった
時このメンバーがいれば何でもできちゃうんだなとい
うことも理解しました。また、そこで承認されました
次年度の役員の皆様、どうぞ残り半年後からですがク
ラブのためにご尽力いただければなというふうに考え
ております。今日を含めて我々は24回の例会を残して
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おります。また、折り返しに入りましたので次年度へ
バトンを渡す準備ということになっております。少し
でもより良い環境のまま、次年度にお渡しできるよう
な形を取りたいなというふうに考えております。残り
半分、手を抜くことなく今までどうり一生懸命やらせ
ていただきます。不行き届きな点は沢山あると思いま
すが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。また
再来週には、今、回覧で回しました地区の財団の予算
を使いました私がやりたいと思った事業の一つ、食育
事業ということで、白河第一小学校において子供たち
に食べることの大切さ、フードロスをなくすこと。そ
して、福島県の食べ物が安全だということで、県内の
ステーキを使った給食を子供たちに提供しようという
ことで、皆様に案内を出させていただいております。
学校給食の関係がありますので、皆様には出欠のほう
の返事だけをいただければありがたいと思っておりま
すので、こちら発注の関係もあります。是非まだ返事
をされてない方、是非お願いしたいと思います。これ
から我々は子供たちのために、そして何ができるのか。
そして、子供たちに食べることの大切さを教えていか
なければならないということも、我々の奉仕の一つな
のだろうと考えております。ロータリーは世界も見、
そして地元も見ということでありますが、特に我々は
やはり地元の子供たちの将来を考えなければならない
立場だと思っております。子供たちのために少しでも
我々が犠牲になってでも、子供たちにそういった経験
をさせてあげたいなというふうに考えておりますので、
皆様どうぞご協力お願いします。そのためには、昨年
末クリスマス例会でお話をしましたスマイルが、社会
奉仕に使いますので、是非ご協力をいただければ。し
つこいようですが一人当たり月二千円、一回二千円出
していただくだけで目標に達成します。それ以上出し
ていただければ本当にプラスアルファ、次年度へ繰越
ができます。皆さん、どうぞよろしくお願いしたいと
思います。また、今年度できなかったこと、半分経っ
たんですがまだできてないことも沢山あります。それ
を今年度終わるまでに何とかクリアできればなという
ふうに考えております。また、我々が目標としてるも
のをクリアすることが一番発揮できるのが、我々のク
ラブから近い将来に、ガバナーを輩出すること。その
ためには、地区大会にも研修会にも一人でも多くの方
が参加していただけること。これが我々クラブにとっ
ても使命だと思っております。やはり、これだけの人
数がいるクラブからガバナーを輩出できるということ
は当然だと思っております。ですから、近い将来そう
いったチャンスが来た場合には、我々の手でガバナー
を輩出し、白河西ロータリークラブが益々周りのクラ
ブから尊敬され、そして褒め称えられようなそんなク
ラブに成長できれば、目標とされるようなクラブとな
ればいいなと考えております。私もまだまだ勉強不足
なところ沢山ありますが、皆様、そして先輩方にご
指導賜りながら進めていきたいなと思います。結び
に、個人的なお話にはなってしまうんですが、会長職
が終わる頃には4年に一度の統一地方選が来ます。そ

れに伴って、我がクラブからは佐川京子さん、それか
ら大竹憂子さん、そして阿部克弘さんも含めて、私
も含めて4名が候補に入ってくると思います。その辺
を、クラブの皆さんで共有していただき、我々のクラ
ブからもそういったメンバーを輩出していただけるよ
うお願いをしなければならない時期であります。選挙
があるからといって手抜きをするわけではありません
が、残り半分ギリギリまで一生懸命会長職を全うさせ
ていただきたいと思います。そして、一番半年間過ぎ
て終わった時にお礼を言わなくちゃいけないのが、車
田幹事、本当に半年間ありがとうございました。残り
半年もお世話になると思いますが、どうぞよろしくお
願いします。そして、クラブの皆さん、本当に半年間
ありがとうございます。なんか一年間の回顧みたいな
形になってしまってますが、半年の回顧みたいな形で
申し訳ありませんが、年頭卓話ということで目標のあ
るような話をできればいいんですが、まあ兎年という
ことで跳ねて跳ねてということで、飛躍できるような
一年間。そして、我々のクラブが益々飛躍できるそん
な年にしたいと思います。まだ皆様の前では公表して
ませんが、もう一点だけ予算使いたい事業ありますの
で、これは後程理事会のほうに上げさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いしたいと思います。一応年
頭卓話としてふさわしいかどうかということで含める
と、ちょっともの足りないところもあるんですが、回
顧のような形になってしまいありがとうございます。
申し訳ございません。始まる前までは、やりたく無く
て仕方なかった会長ですが、やってしまうと意外と面
白い。苦痛かなと思ってた挨拶の時間も、意外と楽し
めるというようなことであります。これから、半年が
我々の期間ですがこれからもクラブに残ります。そし
て、皆様と共にまた来年も再来年もということで、ま
ず年頭の卓話ということで、皆様にこれからお世話に
なることも含め、去年のお礼も含めということで、ご
挨拶をさせていただきました。本当に残り半分ですが、
皆様にとってより良いクラブ活動が出来ますよう、耳
を傾けて皆様に寄り添って素晴らしい居心地の良いク
ラブを作ってまいりたいと思いますので、残り半年間
どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日は会長
卓話ということで、つたないお話でしたが皆様にとっ
てより良いクラブ運営作りに努めてまいります。本年
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。
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