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第 2055回例会  平成 29年 7月 3日（月曜日）第 1号  

 

本日の例会 ７月３日（月） 第１例会 

◎ソング 「 奉仕の理想 」 

◎ 『会長挨拶並びに方針説明』 

 宮田 照男会長挨拶 

金子会長ノミニ―/プログラム 

岩﨑副会長/クラブ奉仕 

岩橋幹事/雑誌広報 

◎本日の献立 フランス肉料理 

次回の例会 ７月１０日（月） 第２例会 

◎  『直前会長・幹事慰労会』 

太閤園  17：30～移動例会・写真撮影 

          18：00～慰労会 

※写真撮影がございますので、ネクタイの着用をお願い

致します。 

前回の例会 ６月１９日（月） 第３例会 

  

会長年度末挨拶       会長 小川 高弘 

皆様、こんにちは。 

早いもので本日が今年度の最終例会となりました。 

今年度は７月４日に初めての例会が開催され、会長方針

説明・各委員会委員長様の方針説明から始まりました。 

また、同日にて伊藤雄一会員が皆様の一員となられまし

た。 

７月１１日には三木直前会長・佐藤直前幹事の慰労会

を太閤園にて開催させて頂きました。 

また交換プログラム留学生のセリアちゃんの終了式も行

いました。 

７月２日３日には岩橋国際奉仕委員長の下、佐藤会員・

百済会員・岩橋会員・中村幹事・そして私の５人でクラ

ブを代表して台湾・鹿港 RCの支援金に当クラブの支援金

を合せ熊本へ出向き奉仕活動を行ってきました。 

 ８月８日には、クバさんの近況報告と交換留学生の 

金子会員のご子息・虎史君が帰国報告をなされました。 

 

９月１日には伊藤会員の歓迎会を兼ねた第一回情報集

会が宮田ロータリー情報委員長の下、銀座アスターで行

われました。 

９月１４日には、東大阪ＲＣがホストクラブで東輪会が

シェラトン都ホテルで開催されました。ケネル無法様の

講話に対して初めて講話に対する謝辞をさせて頂いたの

ですが、非常に緊張したことを覚えています。良い経験

に成りました。 

９月２６日には今年度初めての東大阪西ＲＣさんホスト

クラブの下、ガバナー公式訪問を兼ねた合同例会を開催

致しました。 

 

１０月２２日には長堀社会委員長の下、公徳学園の皆

様とハロウィーンパーティーを開催致しました。私は身

内の不幸で欠席でしたが、非常に楽しいイベントになっ

たとお聞きして嬉しく思いました。皆様に感謝申し上げ

ますと共に欠席したことをお詫び申し上げます。 

１０月２７日には、岩崎親睦委員長の下、第一回ゴルフ

同好会が開催されました。ゴルフ同好会は瀧田会員のご

紹介により飛鳥ＣＣで開催され、浅野会員が優勝されま

した。 

１０月３０日には、秋の家族会にはチャーターメンバー

の林会員や瀧田会員の大先輩方、そして沢山の会員・ご

家族の方々に出席して頂き、地引網では細川会員のお孫

さんが漁師さん顔負けの大活躍をして頂き、楽しくそし

て大漁の地引網が出来ました。又、大変おいしい天然く

え料理に皆で舌鼓を打ち楽しく美味しいひと時を過ごせ

ました。 
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１１月４日にはＩＭ会長幹事会が開催されました。 

今回のＩＭ会長幹事会は、ＩＭＲＤで「奉仕活動の発表」

と言うお願いを各クラブにご理解頂く事がメインでし

た。 

浅野ＩＭＲＤ実行委員長の下、各クラブから活発なご意

見・質疑応答ができ、有意義なＩＭ会長幹事会となりま

した。 

１１月５日～７日にかけて、佐藤会員・浅野会員・三木

会員・中村幹事・飯田会員・伊藤会員・そして私の計７

人で台湾・鹿港ＲＣの３４周年記念式典参加と熊本大震

災の支援金の御礼と活動報告、そして来年の２月２０日

の４５周年記念例会及び家族会のご案内に行って来まし

た。 

毎年感心するのですが、やはり鹿港ＲＣの皆様の心から

の歓迎には感服致します。 

１１月１０日には、宮田ロータリー情報委員長の下、第

二回情報集会を銀座アスターで行って頂きました。 

１１月２６日には当クラブホストクラブで東大阪西 RC

との二度目の合同例会を行いました。 

 

１２月９日１０日の二日間に渡り、地区大会が開催さ

れました。 

１２月１２日には、クリスマス家族会を沢山の会員・ご

家族・ご友人の方々と開催する事が出来ました。 

フルート奏者のソン・ソルナムさんの心休まる演奏とバ

ルーンシュウさんの楽しいバルーンアートで楽しみまし

た。 

そして金子会員扮するサンタクロース・岡本会員・クバ

君扮するトナカイという病み付きになっている変装も有

難う御座いました。 

１２月末には残念ですが、中塚会員の退会がありました。 

 

年が変わって１月１６日には、例会及び新年会が開催

されました。楽しい新年会であっという間のひと時でし

た。 

 

２月２０日（月）には台湾・鹿港ＲＣの皆様をお迎え

しての 

「４５周年記念例会及び春の家族会」が開催されました。 

鹿港ロータリークラブからは会員の皆様１５名、ご家族

の皆様８名、総勢２３名方々が４５周年記念例会に駆け

つけて頂きました。 

当クラブのご家族の皆様も大勢参加して頂き、鹿港ロー

タリークラブの皆様と親睦が大いに出来たのではないで

しょうか。 

２月２７日には東大阪西ロータリークラブホストの下、

合同例会が開催されました。 

 

３月３日には、初年度からの会員の渡邊会員がご逝去

されました。享年８６歳でした。 

渡邊会員は非常に温厚で紳士的な方で、良い思い出しか

御座いません。 

ご冥福をお祈りいたします。 

 

３月４日には、浅野ＩＭ実行委員長、百済会員、岡本会

員、岩橋会員、そして私の５人で、ＩＭ４組を代表して

支援金を益城町の「未来トーークプロジェクト」に対し

て贈呈を行って来ました。 

当日は向井副町長・中桐復興課長・担当窓口の戸上様そ

して「未来トーークプロジェクト」参加者の学生さん達

１４名の方々が参加され、朝日新聞社・熊本日日新聞社

の記者も取材に来られていました。 

「未来トーーク」は若い学生さん達が中心となり復興の

手助けをされていますが、資金がゼロだったので支援金

は非常に喜んで頂けました。 

学生さん達は、自分たちが育った益城町を愛されている

ので復興に対する思いや発想が素晴らしく、非常に期待

が持てるプロジェクトだと感心致しました。 

尚、このことは朝日新聞。熊本日日新聞でも記事で紹介

されました。 

３月１０日には、「中島常幸プロ チャリティーディナー

＆トクショー」と翌日の３月１１日には飛鳥 CCで「中島

常幸プロ チャリティーゴルフコンペ」が開催されまし

た。 

当初中嶋プロはトークがダメなので、奥様が主にしゃべ

って頂くとの連絡でしたが、中嶋プロ一人でトークされ、

ゴルフもさることながらトークもプロで、皆様驚かれて

いたのを覚えています。 

ゴルフコンペでは寒い中、奥様と共に１番ホールでティ

ーショットを披露して頂き、その飛距離とフォームの美

しさに参加者全員が魅了されました。 

中嶋プロには大変お世話に成りチャリティー募金では自

ら募金箱を持って募金を募って頂き、この２日間で中嶋

プロのお人柄には皆様もご存じの通り感銘致しました。 

３月１６日には、宮田ロータリー情報委員長の下、第３

回情報集会が銀座アスターで開催されました。 

 

４月８日には、浅野ＩＭ実行委員長の下、ＩＭロータ

リーデーが開催されました。 

浅野ＩＭ実行委員長には、今年度が始まってすぐに行動

して頂き、主題を「わたしたちの奉仕」とし、例年とは

思考を変え各クラブ参加型のＩＭロータリーデーとし、

９クラブの例会に行きお願いもされました。 

今回各クラブ参加型のＩＭロータリーデイとしたこと

で、奉仕活動の成功例や失敗例を発表して頂き、各クラ

ブは非常に良い参考になった事と思います。 

そして数々の問題や心配事もありましたが、松本ガバナ

ーや林ガバナー補佐、そして各クラブからは多大なる称

賛のお声を頂きました。 

このＩＭロータリーデーは皆様にとって、そして私にと

って素晴らしいものになったと思っています。 

これも偏に浅野ＩＭ実行委員長はじめ会員皆様のご協力

と少数精鋭が一丸となってなしえたことだと思います。 

５月１０日には長堀社会福祉委員長の下、献血活動が
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行われました。 

今回は初めての試みとして、近鉄河内小阪駅前で行いま

した。 

大勢の会員の皆様にもご参加して頂き、良い献血活動に

なったと思います。 

この献血活動で感じたことは、男子学生より女子学生の

方が積極的であり、 

又、活発であることを実感しました。 

言い換えますと今世間で言われている「男子の草食化」

を目のあたりにした感じでした。 

５月１５日には、当クラブがホストで東大阪西ロータリ

ークラブとの合同例会が開催されました。 

５月１７日には、岩崎親睦委員長の下、飛鳥カンツリー

倶楽部で第二回ゴルフ同好会が行われました。 

今回は久しぶりに大先輩の林会員、瀧田会員、宮田会員

にも参加して頂き、非常に有意義な会となりました。 

これからも大先輩の林会員、瀧田会員、宮田会員のご参

加を心からお待ち致しております。 

尚、優勝は藤原会員で準優勝は林会員でした。 

５月末をもって長堀会員が退会されました。 

 

６月５日には新旧合同クラブ協議会が開催され、林ガ

バナー補佐からＩＭロータリーデーの事にふれて頂き、 

「少人数にもかかわらず、素晴らしいロータリーデーを

開催して頂き有り難う御座いました。」 

と当クラブを評価して頂き本当に嬉しかったです。 

６月１５日には、宮田ロータリー情報委員長の下、第四

回情報集会が銀座アスターで開催されました。 

この情報集会は今年度多くの行事がありましたが、その

ことの会員の皆様への慰労会ということで、開催して頂

きました。 

諸先輩方の色々なご意見を頂き非常に有意義な慰労会と

なりました 

 

最後に成りましたが、一年間お世話に成り、私の妻以

上に女房役として支えて頂いた中村幹事、今年度最大の

行事のＩＭでお世話に成りました浅野ＩＭ実行委員長、

親睦活動でお世話に成りました岩崎親睦委員長、そして

様々な行事で支えて下さった各委員会委員長の皆様、会

員の皆様、そして事務局の脇門さんに感謝申し上げます

と共に、会長として本当に素晴らしい経験をさせて頂き

ましたことをお礼申し上げまして、会長年度末挨拶とさ

せて頂きます。 

有難う御座いました。 

 

出 席 報 告              伊藤 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １９名 

本日の出席規定適用免除会員 ９名 

本日の出席率 ９５．００％ 

５月２２日の修正出席率 ９０．００％ 

 

幹 事 報 告           幹事 中村 徹 

1.６月 23日（金）に開催されます「東輪会新旧会長・幹

事歓送迎会」には小川会長、宮田エレクト、岩橋次年

度幹事、と私が参加して参ります。宜しくお願い致し

ます。 

2.地区より、2017年 9月 23日に韓国ソウルで開催され

ます「韓日親善会議」のお誘いがきておりますので、

回覧しております。申し込み書は事務局にございます

のでご参加されます方はお尋ねください。 

ニコニコ箱報告           岡本副ＳＡＡ 

小川会長 皆様１年間お世話になり本当に有難うござ

いました。人生においても良い経験が出来

ました。 

中村幹事 皆様一年間お疲れ様でした。そしてありが

とうございました。 

佐藤会員 木曜、金曜と野球のプレーを楽しむことが

できました。 

浅野会員 小川会長、中村幹事、1年間ご苦労様でした。

会員の皆様にも感謝。 

浅野会員 本が完売致しました。ありがとうございま

した。 

岡本会員 小川会長、中村幹事お疲れ様でした。イベ

ント目白押しの楽しい 1年でした。 

 

２０１6-２０１7 年度最終例会 

皆様、お疲れ様でした。次年度も宜しくお願い致します。 
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