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2021-2022 年度

ＲＩ会長 シェカール・メータ

第 2500 地区ガバナー

漆崎

隆（釧路ベイ RC）

月間テーマ

経済と地域社会の発展月間・米山月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

地区大会報告会・新入会員歓迎例会（担当：親睦活動委員会・クラブ研修委員会）

次週例会

ガバナー公式訪問例会（担当：理事会）

■ロータリーソング：我等の生業
■会員数

■ソングリーダー：岩田 信一君

103 名

■ビジター なし
■ゲスト

なし

会長の時間

皆さん、こんば

杉村

荘平会長

んは。本日も多数
のご出席をいただ
きましてありがと
うございます。例

会で『こんばんは』
と言うのは、昨年

の舟木会長年度の家族例会以来でして、９カ月ぶりの

『こんばんは』でございます。本当にありがとうござ
います。

最近、入会をした新入会員の方と話をしている時に、

「僕は入会をしてからまだ夜例会を経験したことがな
い」
「ロータリーでお酒を飲んだ経験がない」という

話を聞きました。いよいよそのような事態になってき

てしまったかと、
『ロータリーを楽しむ』というスロー
ガンを掲げた会長としては大変じくじたる思いをして
いたところでございますが、まずは皆さんのおかげで
このように夜例会を再開できましたことは感無量でご
ざいます。ありがとうございます。楽しんでいきたい
と思います。

せっかくの夜例会ですから駄弁は無用で長話はいたし
ませんが、ひとつだけご報告をさせていただければと
思います。

先日、16 日土曜日に、北ローターアクトクラブの 50

周年の式典がありました。小船井パストガバナーと吉
田パストガバナーと一緒に参加をさせていただきまし
た。

ここでお伝えしたいことは、皆さんご存じかもしれま
せんが来年７月からいよいよアクトクラブがロータ

リークラブの正式な一員となって加盟されることでご
ざいます。その中で問題になっていたことは金銭的な
ところで、ローターアクトクラブの来年７月からＲＩ
の人頭分担金にいま優遇措置があって８ドルらしいで
すが、８ドルと地区の負担金 15,000 円を払っていけ

るのかということが、切実な問題になっているという
ことです。

式典の中でも足立パストガバナーが「ローターアクト
クラブはどこへいく」みたいな講演があったり、
「今
後のローターアクトクラブについて」というパネル

ディスカッションがあったりで、本当に切実な問題に
なってきているだと思っております。

ＲＩとしては、全世界にアクトクラブのメンバーが

29 万人いるようなのですが、このアクトクラブを一

緒にすることによって一気に 29 万人の会員増強がで

きると考えているのだろうと思っておりますが。個人
的な見解ですけれども、金銭的な面や実際の活動の面
から逆効果なところが出て来ないかと少々心配になっ
て帰って来たという報告です。

釧路クラブとしては、真正面から堂々とロータリーク





ラブの意義と楽しさを訴えて、改めて会員増強にしっ
かりと取り組んでいきたいと思っている次第でござい
ます。

ということで、
『夜例会』です。本日は満を持して、

親睦活動委員会の皆さんが楽しい設えをしていただい
ていると思っております。皆さんが高揚感たっぶり、

きようにお願い申し上げます。

以上です。よろしくお願いいたします。

新入会員紹介
新入会員紹介 スポンサー 村上 祐二君

皆さん、こんばん

私もかなり前のめりになっておりますが、何と言って

は。私からは本日入

る気持ち・高まる気持ちを多少なりとも抑えていただ

孝行さんのご紹介を

も久しぶりの夜例会ですので事故のないように、はや

会になりました石井

きながら、本日は「慣らし運転」の感じで臨んでいた

させていただきま

だければと思っております。

本日の夜例会を無事終了しましたら、次週は『公式訪
問』と『クラブ協議会』と続きまして、
『85 周年記念

例会』から『情報集会』の再開、と進めて行きたいと
思っておりますので楽しみにしていただきながら、今

す。石井孝行さん、
昭和 49 年生まれの

現在 47 歳。ご家族は、奥様と長女・次女・長男と５
人家族でございます。

趣味は多彩でして、キャンプ・焚き火・スキー・バ

年こそはみんなとロータリーを楽しみながら良い年末

イク・釣り・山菜採りと。バイクはハーレー、進駐軍

す。どうぞよろしくお願いいたします。

石井さんですけれどもお仕事は、武田建築設計事務所

年始を迎えられるようにしていきたいと思っておりま
本日もよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。
幹事報告

のバイクに乗っているとのことでございます。そんな
代表取締役をされております。市内各地に彼が設計を
した建物がたくさんあります。最近でいいますと、道

新さんの向かいに建て替えられた『釧路さかえ保育園』
市橋

多佳丞幹事

皆さま、こんばんは。幹事報告をさせていただきま

す。

昨日皆さまにご案内をさせていただきました 10 月

31 日の「米山記念チャリティーゴルフコンペ」
。こち
らはＮＡＹＵＴＡの会の会員以外の皆さま、全メン

バーに配布をさせていただいております。ぜひＮＡＹ
ＵＴＡの会に参加されていない方にもご参加いただけ
ればと思います。よろしくお願い申し上げます。

また、それに併せて 10 月はロータリー月間という

ところの『米山記念月間』となっております。ぜひ、
皆さまに米山記念奨学会へのご寄付をいただければ

と、こちらのボックスを用意させていただきました。

で、非常に素敵な保育園になりました。あの建物も彼
の設計でございます。

性格は、非常に温厚で誰からも信頼される真面目な男
で、非の打ちどころのない石井さんです。ただ、美味
しいものを食べた時だけ、時折、白目を向いて「美味
しい」と言ってしまう時があります。これは皆さんが
驚くかもしれませんので先にご報告をしておきます。
それでは、石井さんから一言、お願いします。
新入会員挨拶
株式会社武田建築設計事務所
石井 孝行代表取締役

初めまして、浦見

例会中に皆さまのテーブルへ回しますので、ご寄付を

町で武田建築設計事

が出ないお金を」と申し上げていますけれども本日は

ります石井孝行と申

いただければと思っております。講師例会などでは
「音

務所の代表をしてお

夜間例会ですので、皆さまの小銭を全てこの中へジャ

します。歴史と伝統

ラジャラと音を出して入れて、賑やかな雰囲気にと

思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

また、先ほど杉村会長からもありましたが、来週『ガ

バナー公式訪問』が開催されます。こちらの返信をさ
れていない方は私、もしくは事務局まで返信をいただ
ければと思っております。

また、来週のガバナー公式訪問に先立ちまして 11 時

より『クラブ協議会』が開催されます。この会場は３
階で行われる予定となっておりますので、対象者の皆
さまはお忘れなきようにお願い申し上げます。またそ
の場で使いますクラブ活動計画書を先日皆さまのパー

のあるこの釧路ロー
タリークラブに入会

をさせていただきまして大変誇りに思います。ありが
とうございます。

まだまだ分からないことがたくさんありますけれど

も、先ほど天方さんからもオリエンテーションをいた
だきまして「肩の力を抜いて前のめりで参加していた
だければ」と言っていただきましたので、そのつもり
でこれから出席したいと思います。

皆さん、よろしくお願いいたします。

ソナルボックスに入れておりますので、当日お忘れな





新入会員紹介

スポンサー

皆さん、こんば

吉田

潤司君

■

本日のプログラム ■

地区大会報告会 / 新入会員歓迎会

んは。新しい会員

親睦活動委員会 瀧波 大亮委員長

ご紹介いたします。

した。それでは、これより『地区大会報告会／新入会

脇さんです。そも

はじめにクラブ広報・会員組織委員会村上委員長、ご

の藤井敬亮さんを

ありがとうございます。マイクを確かにいただきま

スポンサーは私と

員歓迎会』をスタートします。

そも声をかけたの

は脇さんが最初です。私は檀家なので、お参りに来て
いただいてもロータリーの話しをしたことがなかった
ので、本当にスポンサーになることが申し訳なかった
のですけれども、脇さんに代わりましていろいろとご

挨拶をよろしくお願いいたします。

クラブ広報・会員組織委員会 村上 祐二委員長

村上です。このタイミングではないと思っていたの
で少々動揺をしてお

説明をしたいと思います。

ります。まずもって

藤井敬亮さんは今年で 49 歳、
お子様が３人いらっしゃ

本年度 10 名の新入

いまして、お嬢さんがお二人と男の子がお一人で、男

会員の方がご入会と

の子は現在幣舞中学校の１年生だそうです。ゴルフは

いうことで、会員増

「することはする」
、麻雀も「することはする」と聞き

ました。趣味としましては「あまり趣味はない」と言っ
ていましたけれど「奥深い仏教のことについて、暇な
時にはいろいろなものを調べたり読んだりすることが
趣味と言えば趣味ではないか」と言っていました。お

強にご協力をいただ
きました皆さまにこ

の場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。

振り返りますと、私も６〜７年前に入会をさせてい

酒は全く飲まないそうです。

ただきました。きっとこの釧路ロータリークラブに

話になると思いますけれども、またいろいろとご指導

そしてこの人とこのように楽しむこともなかったと、

大変な好青年で、これからもいろいろと皆さまにお世
をしていただければと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

敬亮副住職

私、米町の大成寺

の副住職をしており
ます藤井敬亮と申し
ます。この度は歴史
と伝統あるこの釧路
ロータリークラブに
加入させていただき

まして、とても光栄に思うところでございます。

いまご紹介いただいたとおり、特に面白みのない人間
でございます。けれども、このように多方面で活躍を
されている皆さまとご一緒にさせていただくことで、
見識を深めて勉強をさせていただきたいと思ってござ
います。お酒が飲めないということで、なかなかお付
き合い難いかもしれませんけれどもご容赦をいただき
まして、お付き合いいただきたいと思うところでござ
います。

いろいろなことが入っていなければこうならなかった
と思うことがよくあります。そんなことで、私を勧誘
してくれたスポンサーに感謝の気持ちでございます。
話しは変わりまして、先日、私がスポンサーとなって

新入会員挨拶
浄土宗・大成寺 藤井

入っていなければ、この人と出会うことはなかった。

どうぞよろしくお願いいたします。

とある方を勧誘していました。その方と私と釧路クラ
ブではない方と３人で話をしている時に、私が勧誘を
した彼が「○○さん、ロータリーに行っているのです
か」と聞きました。
「僕は釧路クラブが楽しくて、出
席率 100％です」と言いました。この方に入会をし

てもらうためにすごく苦労をしました。
「断固として

入りません。私は絶対に入りません」という姿勢でし
た。ある時、居酒屋に連れ出してお酒の力も借りて、
たくさんお酒を飲んで、夜が明けるころにようやく観
念したかのように「参りました。仕方がないから入り
ます」と弱った声で言いました。

そんな彼が入会をして半年も経ちませんけれども、こ
れは釧路ロータリークラブに入って、釧路クラブの活
動と釧路クラブの人によって楽しく思えているのだろ
うと思わせていただいた場面でした。

本年度入会されました 10 名の方が、それぞれの生

活の中にロータリークラブの楽しさがひとつ加わるこ
とを祈念して私からの挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。





（会長より在籍 10 年〜 60 年の会員へ記念バッジ贈呈）

乾杯挨拶
クラブ運営委員会 中島

徳政委員長

こんばんは。本当

に９カ月ぶりという

ことで、すぐ「乾杯」
といきたいところで
すが、まだビールが
配られていないよう
なので、少しだけお

杉村会長、ありがとうございました。

それでは、本日ご登壇をされた方々より３名の方です
がスピーチをいただきたいと思います。まず 10 年を
代表して荒井剛君、よろしくお願いいたします。
在籍 10 年 荒井

皆さん、こんばん

時間をいただきたいと思います。 本日は、地区大会

は。10 年というこ

村上大委員長が半年の間に大変なご努力をされて、

年前に入会したこと

報告会と新入会員歓迎会です。

10 名の新しい方がご入会いただいております。

会長の話にもありましたが、夜間例会が釧路ロータ

リーのまたある一面を物語っているのではないかと思
います。私は昭和の人間ですので、大学時代「飲みニ
ケーション」という名称で飲み会ばかりやっているう
ちに友達ができ、サークルで楽しい思いをしてきまし
た。この釧路ロータリークラブ、釧路の経済を動かし
ている皆さんが、なぜかお酒を飲むとこうなるところ
をぜひ見ていただき、９カ月ぶりに楽しい時間を過ご
していただきたいと思います。

それでは、ビールが配られたようなので乾杯をさせ

ていただきます。僭越ですが、ご起立をお願いできま
すでしょうか。

それでは、９カ月ぶりの夜間例会、本年度１回目の夜
間例会を祝して乾杯をさせていただきたいと思いま
す。

地区大会報告会

剛君

とで、ちょうど 10

を思い出しました。
毎回、入会の話をさ
せていただく際に思

い出すことは、入会が３月 10 日でした。10 年前の

３月 11 日は、ご存じのとおり「東日本大震災」が起

きました。その前日に入会しましたので、入会日をい

つまでも覚えております。あれから早くも 10 年が経っ
たのかと思っております。その間、ロータリーの最初
のころは機会も合わなくて出ませんでしたけれど、

徐々に行く回数を増やすことによって、国際奉仕関係
で海外へ行かせていただき楽しい思いをさせていただ
くことになりました。

今日入会をされた藤井さんは「お酒が全く飲めない」
と聞いておりますが、私も実は全く飲めません。飲め
ない中、10 年間ロータリーの夜例会に参加して２次

会などずっとウーロン茶を飲んで楽しい時間を過ごし
て、いまも本当に楽しく過ごしております。ぜひお酒

市橋

多佳丞幹事

それでは、地区大会報告をさせていただきたいと思

います。

先日開催されました地区大会にて在籍表彰が発表され
ております。当クラブにもたくさんの対象者がおりま

は飲めなくても、楽しく一緒に加わっていきましょう。
以上です。ありがとうございます。
在籍 20 年 関向

一君

こんばんは。20

す。お名前をお呼びいたしますので、お名前を呼ばれ

年経ってしまった。

在籍 10 年、浅川正紳君、同じく荒井剛君、清水輝彦

ロータリーに通って

た方はステージへご登壇をお願いいたします。

入会した時は、何年

君、谷川富成君、土橋賢一君。

来られるのかと思っ

続きまして在籍 15 年、木下正明君。

続きまして在籍 20 年、白崎義章君、関向一君、田中

ていましたが、20

年です。自分でも楽

正己君、西村智久君、梁瀬之弘君。

しいことや悲しいこともありましたが、やっと 20 年

続きまして在籍 30 年、石田博司君、久島貞一君。

られるか。頑張りますので、よろしくお願いします。

続きまして在籍 25 年、伊貝正志君、川本和之君。
続きまして在籍 55 年、清水幸彦君。

が来ました。これから先は、あと何年ロータリーに来

最後に、在籍 60 年、泉敬君。

在籍 30 年 石田 博司君

ジが届いておりますので、ここで杉村会長より皆さま

で卒業」というあの会なのですけれども先代の社長で

杉村会長、10 年からよろしくお願いいたします。

と言われたので、人の集まりにいることがエネルギー

それでは、
ＲＩ第 2500 地区より皆さま方の記念バッ
へお渡しいただきます。

30 年前、青年団体に所属をしていました。
「40 歳

ある父が、
「その団体が終わったら次はどうするのだ」
がすごくてうっとうしかったので「団体活動はもう良





いから」と言ったら、
父が「仕事だと思っ
て行け」と言うわけ
です。

「仕事だと思って行

くのなら貴方が決め

てくれ」と言ったら、

「じゃ、俺はライオンズだからお前はロータリーに入

れてもらいなさい」ということでロータリーに入りま
した。

仕事だと思って行けと言われたその言葉がとても私の
背中を押しました。仕事だと思うといろいろなことが
行く気にならないのです。随分、出席率良く来ました
けれども、不徳のいたすところで、仕事だと思ってい
たことが、いつの間にかうっとうしいことがいろいろ
あって半分を潜在したような時期もありましたが、釧
路クラブは誰がこの不思議な雰囲気を作ったのだろう
かとしみじみ思うほど不思議なクラブです。機会が
あったらお話をさせてもらいたいと思いますけれど
も、本当に不思議なクラブです。

30 年というキャリアで、この先輩たちが連綿として

築いてきたこの不思議な空間、この空気を濁すことな
く受け継いで、さらに後輩に受け継いでいきたいと決
意を持っております。ありがとうございます。

まず、
「2500 地区のエリア」の説明をこと細かく

していただきました。その中で、米山奨学金支援をし
ている学校が４校あることを教えていただきました。

「ロータリーの歴史」では、創立はシカゴで４名から

スタート、会員同士の親睦と事業の発展を目的に設立
されたということを初めて聞きました。

日本のロータリーの歴史としては、米山梅吉さんが

『隠居のすすめ』という本を書いて、それを読んだ福

島喜三次という方が感銘を受けて、２人でロータリー
を設立したということでした。

一番印象に残ったのは、いまの女性会員についてです。
日本のロータリーは現在 92 名いらっしゃるそうです。
来年度のＲＩ会長が女性のジェニファー E ジョーン

ズさんで、2500 地区もガバナーが久木さんという女
性になるそうです。

その中で、日本初の女性会員が 1989 年の清水ロータ

リークラブで松田郁子さんという方が女性初の会員に
なったそうです。わが釧路ロータリークラブにも、池
田会員が女性会員としていらっしゃいますが、どちら
もＮＴＴの女性局長で運命を感じることだと改めて思
いました。

その後に葭本パストガバナーからの講演がありました
が、なかなか聞き取れなかった部分もありまして、メ
モをすることができなかったのでこうなっています。
当日、ロータリーの歴史を分かりやすく講演いただ

市橋幹事

いたので、とてもためになった研修会でした。本日入

会に参加をされた方から感想のスピーチをいただきま

らぜひ参加いただければと思います。

それでは、引き続きまして、先日行われました地区大
す。まず、一人目、副幹事・田内康章君、よろしくお
願いいたします。

会された藤井さん、石井さん、もし機会がありました
どうもありがとうございました。

及川 雅順君
田内

皆さん、こんばん

康章副幹事

皆さま、お疲れ様

は。及川です。地区

です。自分自身は数

大会も終わりころに

回目の夜例会なの

なって、
幹事から「及

で、少々緊張もしつ

川さん、報告会で

つ、早くまたビール
を飲みたいと思って
いますので、手短に

話させていただきます。

10 月９日 11 時から『３年未満会員研修』があり

ました。そちらに私も緊張をして誰よりも早く出席を
したもので、会場設営も手伝いながらやらせていただ
きました。

出席者が、全部で 55 名。そのうち釧路ロータリーと

して一番多い９名の参加となっておりました。その中

喋ってくれよ」と言
われて、何も考えて

いませんでした。今日もちょっと遅れてきまして申し
訳ございません。

日曜日の本会議から出ました。午前の部はユーチュー
ブでやって、少し音声が途切れたりして内容がよく分
かりませんでした。ベイクラブとしては、すごく考え
てやったのだろうけれども、初めてのことで仕方がな
いという感じはしました。

午後からの部は、
特別講演で坂本光司さんの話で「良

で、漆崎ガバナーのご挨拶やわたなべきよみさんの講

い会社とはどのような会社」という話で、確かに「人

で印象に残ったものを少し話させていただければと思

でも会社はいろいろありますので、辞めてもらわなけ

演、葭本パストガバナーの講演もありました。その中
います。

が辞めない会社が良い」
、それは当たり前のことです。
ればいけない場合も多々あると思います。ただ、内容





的には「すごく為になった」と。

の入会なので、今日

ので、そういうことをいろいろ聞きました。いつもな

てです。初めまして

僕はもう経営者ではありません、経営者の次ぐらいな

が４回目、夜は初め

ら「くしろナイト」など楽しいこともたくさんありま

の方も多いと思いま

したけれども、今回はこのようなことで致し方ないと

すけれども、仕事柄、

思いました。そのような感じです。よろしいでしょう
か。どうも、失礼します。

夜はほとんど私１人
で和食料理店をやっ

ています。１人ではないのですけれど、作り手は１人

（歓談中）

です。それで、なかなか夜は出られなくなると思いま

すけれども、なるべく出られる時は出たいと思います。

「教えて新入会員」という新入会員自己紹介
親睦活動委員会

よろしくお願いいたします。

杉浦 裕之君

昨年 11 月にご入会いただきました東堂光春君です。

それでは東堂君、自己紹介をお願いいたします。
2020 年 11 月入会

皆さん、こんばん

2021 年 7 月入会 曽我部 元親君

皆さん、こんばん

は。曽我部です。入
会をしてほとんど例

東堂 光春君

会に出て来られな

は。昨年 11 月に入

かったものですか

会をさせていただき

ら、ロータリアンと

ました東堂光春と申

いう自覚が全然あり

します。東興電気工

ませんけれども最近、違うロータリーの方から「釧路

ただいております。

て「ロータリアンだったのだ。釧路ロータリーだった

業の社長をさせてい

ロータリーに入ったのだね」と言われて、その時初め

妻１人・子ども３人が札幌に住んでおりまして、私は
逆単身赴任で釧路にいる時は自由の身で活動をさせて
いただいております。

先日、サッカーの『なでしこＵ15』日本代表に娘

が選ばれました。先週、仙台の強豪校に特待生で行く
ことが決まりまして大変嬉しく思っております。何卒

のだ」とちょっと自覚が芽生えてきたところででもあ
ります。まだまだ未熟ですけれども、これからもよろ
しくお願いいたします。

2021 年７月入会 濱口 憲太君

皆さん、こんばん

よろしくお願いいたします。

は。新入会員の濱口

2021 年 5 月入会

話しかもしれません

篠原

です。先ほど聞いた

実君

皆さん、こんばん

けれど、私は入会を

は。只今ご紹介いた
だきました篠原で

して、
ある先輩に「僕
100％出席です」と

す。前任の古屋の後

言わせていただきました。誘われた時は、結構、断っ

をしております。私

すと自分の家族と同じように温かみを感じまして、本

任という形でお邪魔
は５月６日に入会を

させていただきましたが、その後すぐコロナの関係で
休会が続きまして、数えてみましたら 12 回ほど休会

ていたのですけれども本当に参加をさせていただきま
当に楽しく感じております。今後ともよろしくお願い
いたします。

になっています。

2021 年８月入会 小西 卓哉君

朝から仕事が手につかない。大した仕事はやっていま

んくみ」常務理事の

私自身、夜例会が初めてでして、今日は心ウキウキ、
せんが、そのような状況で楽しみにやってまいりまし
た。今日は、ぜひ皆さんと親睦を深めたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
2021 年８月入会

田中

弘明君

皆さま、こんばんは。田中弘明です。私もコロナ禍

釧路信用組合、
「し

小西でございます。
年齢は６１歳で、こ
の７月に釧路ロータ
リークラブに入会さ
せていただいており

ます。８月５日の例会から参加させていただき、緊急





事態宣言等々もあり、６回目の例会参加となります。

村上委員長が挨拶で不良会員っぽい、頑なに入会を

まだますので、今後とも宜しくお願い致します。

拒否している会員の話をしていました。すぐ誰か分か

2021 年 10 月入会

会の全てを出席された熱心な濱口君だったのかなと思

藤井

敬亮君

大成寺の副住職を務めています藤井敬亮と申します。
この度、歴史と伝統
のある釧路ロータ

います。やっぱり入会を口説くのに苦労をした方は、
入会してから育ってくれると思っています。何回も言
います、濱口君、私と村上君がスポンサーです。どう

リークラブに加えて

ぞよろしくお願いいたします。

いただきとても光栄

多くの仲間を加えて杉村年度、回を重ねて来年６月、

に思います。当会員

無事に帰港できるように。アッ、の船出ができなかっ

の皆様は各業種にお

たものな。皆さん、一種の出港式みたいなものですか

いて一見識のあるす

ばらしい方々です。私も浅学ではありますがそのよう
な皆様の中で広く勉強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。
2021 年 10 月入会

りましたけれど、9 日土曜日、10 日日曜日の地区大

石井

孝行君

先ほども紹介をしていただきましたので恐縮です。

ら、無事な門出を祝しまして、ご起立のうえ、一本・
一発で締めたいと思います。

それでは、杉村年度の益々の順調な航海と今日入会を
された。今年入会をされた新入会員の楽しいロータ

リーライフを過ごしてくださることを祈念いたしまし
て一本で締めたいと思います。

先ほど、ロータリー
クラブの在籍の表彰
をお聞きしまして、

地区大会報告会・新入会員歓迎例会スナップ

50 年・60 年という

話を聞いてびっくり
しました。私、60

年を足すと 108 歳

です。今日、ちょっと覚悟を決めました。頑張って
60 年を目指します。よろしくお願いします。
（手に手つないで

合唱）

締めのご挨拶
クラブ研修委員会

天方

智順副委員長

恐縮です。久しぶりにロータリーでここに立ってい

るような気がいたし
ます。これも指名を
した杉村会長のご配
慮と思います。嬉し
く思います。

何はともあれ、久し
ぶりの夜間例会で皆

さまのお顔を拝見しながら杯を重ねることがすごく楽
しいと思いました。今後ともウィズコロナの時代です
けれど、比較的安定した状況が続いて毎月の夜に楽し
い例会ができればと思います。

新入会員の皆さま、入会おめでとうございます。先

ほど私がオリエンテーションをしたお二人の新入会員
の皆さま特におめでとうございます。
「今日が入会の

例会ですごく良かったですよ。ラッキーですよ」と申
し上げましたけれど、十分に理解をしてくださったと
思います。





2021-2022 RID2500 地区大会スナップ

本日のニコニコ献金
■杉村
■浅川

荘平君

やっと再開できました。ありがとうございます。

正紳君

初めての夜間例会の司会もかまないよう頑張ります。

■中島

徳政君

本年度初めての夜間例会です。よろしくお願いいたします。

■岩田

信一君

■市橋夛佳丞君
■瀧波

大亮君

皆様、マスク会食の励行よろしくお願いいたします。

ようやく夜間例会ができることに、感謝しかありません。
NAYUTA ゴルフコンペで優勝しました。

今年度累計

106,000 円





