
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 119１回 例会 Ｎｏ．２７ 令和４年６月２３日 (木) 

会長幹事慰労夜間例会   於：安江 18:30～ 

■出席報告 会員44 名中27 名出席 

■出席率 65.85％ 出席計算人数 41 名 

 

会長挨拶             亀井克典 

亀井会⾧より 

最後の会⾧挨拶

をいただきました。 

亀井会⾧  

1 年間 お疲れ様

でした! 
 

 

乾杯の発声            岩田 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長挨拶          武山卓史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長 武山卓史さん、幹事 加藤 豊さんに 

会員章をお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長幹事章贈呈 

亀井会⾧、松尾幹事より 次年度会⾧の武山さん、次

年度幹事の加藤さんに、それぞれ役員賞を贈呈いたし

ました。 

 

新しい会員章を着けられて記念撮影! 
 

会長幹事へ花束贈呈 

今年度会⾧ 亀井克典さん、幹事 松尾雄二郎さんに 

花束を贈りました。 

 
 

 
 

1 年間 ありがとうございました。 

今後の例会予定 

  6 月30 日（木）休会 （定款定款第7 条第１節―（d）により） 

７月７日（木） 新年度第一例会 「年度方針」 

  7 月 14 日（木）休会 （定款定款第7 条第１節―（d）により） 



第1190 回 例会 Ｎｏ．2６ 令和4 年６月１６日 (木) 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ゙ 「我等の生業」「四つのテスト」 

■出席報告 会員44 名中２１名出席 

■出席率 51.21％ 出席計算人数41 名 

 

会長挨拶                    亀井克典 

 

1 年ありがとうございました。今日最後の会⾧挨拶です。 

私の好きな言葉でこの前、上善如水と言うのをご紹介しま

したが、もう一つ「足るを知る」と言う言葉も好きです。これも

老子の言葉ですが、一般的には身分相応に満足と感謝の

気持ちを持つことが、人生にとって大切だと言うような解釈

がされています。 

この言葉には「足るを知るものは富を強めて行うものは志あ

り」と言う続きの言葉があります。満足を知っている人間は

本当に豊かな人間であり、努力を続けている人間は、それ

だけで既に目的を果たしている と言うような意味だそうです。 

人間と言うのはいろんな欲がありますが、「もっともっと」とつい

求めがちになります、それにはキリがない。自分自身を知る

ことと努力を怠らないことが、幸せになるための必要なことだ

と言うような趣旨だと思っています。 

SDGsと言うのは今年の2760地区の方針でも出されてい

ましたけれど、 

私自身、高すぎるものとか、大きすぎるものとかは持たない

ようにしています。 

車にはあまりこだわりがないので、若い時からどんどん小さくし

ているようなところがあって、今年買い替えました。し 

ばらくプリウスでしたけれど、今度は一回り小さくしてアクアに

しました。年齢も高くなってきて子供も独立して夫婦 2 人な

ので、大きな車はしょうがないなと言うのもありますし、実際

に乗ってみると非常に小回りが利いて安全性が高い。 

年齢が高くてちょっと運転に不安な身としては、買い換えて

よかったなぁと思っています。 

うちの職員でも看護師さんは車道楽の子が多くて、外車と

かレクサスとかいっぱい乗っているんです。駐車場で私の隣

にいつも止める看護師⾧は、2 年ごとにレクサスを買い換え

ています。私が尊敬する医師会会⾧はタントに乗っています。

医師会館に行くと大体外車とか立派な車が多 

いですが、1 台だけタントが止まっていて、その先生が乗り付

けて来られるんです。どうして先生は軽自動車なんですかと

聞きましたら、小回りがきくしそのまま往診に行けるし、何の

不自由もないから構わないんだとおっしゃっていました。そん

な考え方もあるんだなぁと感じました。それぞれお考えもある

しいいと思いますか、私は足るを知ると言う気持ちも持って

人生を送っていきたいなと思っております。 
 

 ニコＢＯＸ 
●本日は今年度最後の通常例会です。退任挨拶を会

長・幹事・各委員長さんからいただきます。 

ご苦労様でした、宜しくお願い致します。 

水野、西川、田中、小原、堀江亮介、黒田、 

岩田、長谷川、恵利、藤田、川原、武山、磯部、 

後藤、佐久間、石井、小野 (敬称略) 

亀井会長 一年間至らない会長でしたが何とか皆様

のご協力で任期を無事に終えることがで

きそうです。ありがとうございました。 

松尾さん 皆様のお陰で何とか一年間、幹事の大役

を無事に果たせそうです。ありがとうご

ざいました。 

 

加藤さん お誕生日のお祝いをありがとうございま

す。 

横田さん ４年間大変お世話になりました。７月か

ら出口という物が参りますので宜しくお

願い致します。6/23 の慰労会は用事が

入りまして初めの１時間だけ参加させて

いただきます。 

本日合計 58,000 円 

 

メジャードナー表彰記念品贈呈        

川原弘久さんにロータリー財団大口寄付者記念品をお渡

ししました。 

 

＝ウクライナ弾圧へのご寄付をいただきました。ささやか

な感謝の印として認証の品を同封いたします。 

ロータリーを通じて良い世界を築くため、ロータリー財団メ



ジャードナーとなって、多大な支援をいただきましたことを

心より感謝申し上げます＝ とのコメントをいただいており

ます。どうもありがとうございました。 

 

 

退任挨拶          会⾧ 亀井克典 

至らない会⾧で、何ができたかと言うとほとんど何もできなかっ

たと思います。幹事さんに本当に助けられましたし、会員の皆

様のご協力で、なんとか努めて参りましたが、任期を終えること

ができそうで、ちょっとほっとしております。 

この 1 年間を振り返って、ウィークリーレポートから今年 1 年の

振り返りをしたいと思います。今年度の国際ロータリーテーマは

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」と言うことでした。

2760 地区は「チェンジロータリー新時代の成⾧に」と言うことで

～コロナゼロ・カーボン・ゼロ支援～という意欲的な方針を出さ

れました。このクラブの年度方針と活動方針については、「ポス

トコロナの時代に向けて、新たな親睦・交流・奉仕の活動を始

めよう」と定めました。 

クラブ活動方針としては 3 つ 

・ 明るく楽しく親睦と交流を深めよう 

・ ニューノーマルに対応した例会・親睦活動にチャレンジ    

しよう 

・ SD Gs を意識した奉仕活動に取り組もう 

私の年度もコロナに翻弄された形になって、なかなか皆さんとふ

れあい交流、親睦をする場面が作れなかったと思います。大変

残念に思っていますが、次の年度では、コロナの状態も緩和さ

れてくると思いますので、こういったことがもう少し深められたらと

思っています。ニューノーマルへの対応ということでは、昨年 10

月に 1 度だけオンラインのハイブリット例会を開催いたしました。

トライアルで開催して、基本的には対面で続けておりますが、

他のクラブの状況を聞くとずっとハイブリットを続けているところも

あります。SD Gsに関してはなかなか具体的な取り組みはでき

はなかったと思います。平和公園で他のクラブと桜の植樹をした

と言う事はありましたが、積極的な事はあまり取り組めなかった

と思っています。その点では力不足を感じております。 

2021 年 7 月 1 日 成田さん恵利さんから引き継ぎ年度方

針を発表いたしました。 

次の例会では川原弘久さんに米山功労者の表彰をお渡しし

ました。スピーカーには西川さんに「青少年交換プログラム応募

について」恵利さんに「特別委員会について」話していただきまし

た。 

8 月5 日に Make a Wish の活動紹介、ローターアクトクラブ

の活動方針をお話をいただいています。 

8 月 19 日には地区大会の幹事さん委員の方がお見えになっ

て、地区大会の PR 訪問をして頂きました。卓話として、黒田

さんにローターアクト強化研修の報告をしていただいております。 

8 月 26 日にはガバナー補佐がおいでになって講和をいただい

ています。 

青少年交換プログラムで今度フィンランドへいかれる久保原由

惟さんが初めておいでになって、ご挨拶をいただいています。こ

の日にガバナー補佐の幹事懇談会がありまして、クラブアッセン

ブリも行われました。ガバナー補佐にご指導をいただいています。 

10 月 7 日は zoom テスト例会。米山功労者表彰で安江さ

ん、それから米山奨学生の報告をいただいています。 

次が久しぶりの歌舞伎観劇の例会で、御園座で会員ご家族

の方と楽しんできました。 

10 月には新規会員として小野さんが入られ、藤田さんに戦略

委員会の卓話をしていただきました。またこの時、黒田さんご結

婚のお祝いがありました。 

11 月11 日には田中さんから財団月間の卓話をいただいてお

ります。 

11 月 18 日にはラジオ DJ の佐野瑛厘さんの卓話をいただき

ました。 

12 月 2 日年次総会と言うことで、次年度の体制が決まりまし

て武山次年度会⾧からご挨拶をいただいています。 

12月18日2年ぶりにクリスマス家族会を行いました。演奏で

あったり、手品であったり。いろいろ楽しみました。 

みんな集まって、対面で親睦と言うのはいいものだなと思いまし

た。 

12 月9日には卓話として、ベネッセスタイルケアの有料老人ホ

ームについての卓話をいただきました。新会員として清水さんが

入会されました。 

1 月13 日には新会員2 人に卓話をいただきました。 

1 月 20 日マルチプルポールフェローの表彰を川原さんにしてい

ます。卓話としては職業奉仕月間卓話と言うことで、青山さん

にお越しいただいています。 

1 月27 日は、沓名ガバナーにおいでいただきましてみなと RC

と合同でガバナーの卓話をいただきました。シュカール・メーター

会⾧の方針をいただいて、実際に2760地区の地区方針のご

説明もいただきました。 

2 月には、卓話としてジビエの山里カフェの清水さんに来ていた

だきました。これが SDGs につながる活動といえます。後日有

記念品のクリスタル盾とポールハリス横顔肖像の襟章 



志でこちらにお邪魔する企画がされました。 

3 月には米山奨学副委員⾧の武山さんや、グローバル奨学・

平和フェロー田中さんへの感謝状の贈呈がありました。あと、

25 年 15 年、5 年ということで、西川さん岩田さん加藤さんに

贈呈をさせていただいています。また米山奨学生のイーリンさん

が、奨学生活の終了と言うことでお別れのご挨拶をいただいて

います。 

グローバル奨学生の帰国報告と言うことで、オンラインで古谷さ

んの卓話をいただきました。 

僕は参加していませんが、有志親睦会と言うことで、新会員歓

迎会をしていただきました。落語家さんも呼んで楽しくされたよ

うです。 

3 月 10 日には聾学校支援の目録贈呈がありまして、社会奉

仕委員の後藤さんに委員会嘱託状の伝達を行いました。 

3 月は和合ロータリークラブ、東山ロータリークラブ記念式典の

ご案内においでいただいて、奨学生のお別れ会の報告を立石

さんにしていただいております。 

会員卓話としてマラソン同好会の紹介がありました。 

4月は会⾧エレクト研修セミナー報告 武山さんが次の会⾧の

イマジンロータリーと言うテーマで、そのご紹介をしていただいて

います。コロナだけではなくて、ウクライナの戦争と言う予想外の

ことがありましたが、人道支援金と言うことで募金を合計 140

万円、川原先生には多額の支援金をして頂きました。地区少

年交換委員⾧からお話とか、地区社会奉仕委員会へ出向し

てと言うことで後藤さんからも話をいただいております。 

5 月 12 日には米山功労者大塚さんに表彰状を渡しています。

名古屋中央ローターアクトクラブの鈴木さんから卓話をいただき

ました。西名古屋分区会⾧幹事慰労会の報告もありました。 

ワールドフードふれあいフェスタに参加いたしました。 

5月19日には卓話として田島さんに、「ロシア ミャンマー事情」

と言うことでいろいろ写真を見せていただきました。 

6 月 2 日社会奉仕事業報告として、南知多ビーチランドで慈

友学園の子供たちとのふれあいとで、堀江さんに報告いただき

ました。後は同好会のご案内をいただきました。 

このような形で活動して参りましたが、十分な活動はできませ

んでしたけれども、皆さんのご協力をいただきまして、ここまでや

ってこられて感謝しております。ありがとうございました。 

 

退任挨拶         幹事 松尾雄二郎 

拙い幹事ではありましたが、一年間亀井さんを支えると言っ

て支え切れたかどうか分かりません。今も振り返ってください

まして、一年間無事済んで、みなさんが幹事のむちゃぶりに

耐えてくださって、ほとんどノーと言わずにやってくださいました

おかげで一年過ぎたと思います。 

コロナに振り回され

ましたが、これだけ

の数の例会もでき

ましたし、夜間も

少しはできました。 

今年からある程度

はコロナ前に戻る

んじゃないか、戻ってもいいと言う気持ちで夜に強い森田さ

んに親睦委員⾧になっていただいたのですが、森田さんの

力も発揮してもらえず、情報ミーティングもできず。そういうの

も昼間に置き換えてやればよかったのかなと言うところも反

省点です。加藤幹事のときには、そのあたりも振り返ってい

ただいて変えていっていただければいいと思います。 

ここ 2 年と明らかに違ったのは地区がとても元気になって、

行事が減っている反動で、逆に集まりが増え、すぐ地区に呼

び出されていろんなことをさせられたなと言うことで、私ももう

一回勉強することができました。その中で自分のイメージと、

地区で一生懸命頑張っている方々が、合理化やクラブ同

士の情報交換、クラブ内の工夫をしていますか?と言う投

げかけが多かったです。それだけ、変わっていかないともたな

いのかなあと言うことを、皆さんが感じているのかなと言うこと

を感じた 1 年でありました。 

会⾧が掲げたロータリー内の親睦、私なりに出来る限り外に

出て、誘われたらどこにでも行って、釣りもたくさん覚えました

し、ゴルフもたくさん行きました。少人数での親睦夜間例会

も参加させていただき、少し上向きの良い 1 年になりました。 

幹事としての役目を果たせたかどうか分かりませんが、来週

はただ単に、安江さんでおいしいお蕎麦を食べて酔っ払いた

いと思います。一年間本当にありがとうございました。 

 

退会のご挨拶             横田佳奈 

転勤のため退会される横田さんにご挨拶をいただきました。 

4 年間 ありがとうございました。 

 
 


