第 1174 回 例会 Ｎｏ．11 令和３年 12 月 2 日 (木)
Zoom テスト例会

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■ゲスト

会長挨拶

「君が代」
「奉仕の理想」
会員４3 名中 27 名出席
64.28％ 出席計算人数 41 名
米山奨学生 リアンチャローンスック
ウイーリンさん

亀井克典

コロナも収まったかと思いましたら、オミクロン株という株
が出てきまして、日本に入ってきている感じです。比較的
軽症だという説もあり、ワクチンが効かないという説もあり、
まだ全然わからないのですが、第 6 波の主役になるかも
しれないとのことですが、いま落ち着いていて、クリスマス
例会も普通に行われるということで、安堵しています。
3 回目のブースターのワクチン接種が医療関係者にはじ
まりまして、一般の方々は 2 月以降ぐらいに設定されてく
ると思いますが
ファイザーで 2 回打った方は 3 回目もファイザーかと思い
ましたが、ファイザーが足らないらしいです。3 回目はモデ
ルナを打ってくれという話になるかもしれないそうです。交
差接種も一応 OK ということなので、ワクチンを打ってもオ
ミクロン株にワクチンが効かないとなったらどうなのかな
と、なかなか不透明ですが、大きな波が来ないことを願っ
ています。
この前日本シリーズがありまして、久ぶりに野球も見まし
たが、今年は大変面白かったです。6 試合のうち 1 点差試
合という大変接戦で、楽しませてもらいましたけれど、私
自身は、祖父の代からドラゴンズファンでして、和歌山に
おりました頃、ロータリーの親睦旅行で甲子園へ行く機会
がありました、あの辺りの方々は皆タイガースファンなの
で、1 塁側へ行き対戦相手がドラゴンズでしたが、一緒に
六甲おろしを歌った裏切り行為をしたことを思い出します。
子どもの頃、大学へ行って名古屋を離れるまでは、中日
球場が、ナゴヤ球場に変わりましたが、そこにはたびたび
行って、僕が行くといろんなエピソードがあり、ホームラン
ということがありました、一番覚えているのが昭和４9 年、
長嶋茂雄が引退になった年ですが、高校2 年生でした、同
級生とテストが終わった後、学校が早めにひけて「暇だな」
と言って中日巨人戦を見に行ったことがあります。
当時はまだ早めに行くと「当日券」というのが、巨人戦でも

3 塁側なら入れましたので、自由席に入って、そこで観戦
いたしました。
長嶋茂雄という人は、非常にヒューマンシップのある方で、
試合前の守備練習でもわざとトンネルして観客を沸かせ
る、そのような人でした。引退の年なので、打撃成績が振
るわない。6 月か 7 月でしたが、試合前のスターティングメ
ンバーのラインナップの発表があった時に、1 番柴田から
発表があったわけですが、4 番が王で 5 番になっても長嶋
の名前がなく、球場全体がざわざわし出しました、6番7番
8 番と名前がまだでないときに球場全体がどよめいたとい
う試合を観戦しました。長嶋茂雄がケガ以外で、初めてス
タメンを外れた日でした。その日も代打ででてましたが凡
退でした。長嶋のスター性を感じた一日でしたので、今で
も鮮明に覚えています。
名古屋ドームになって何度か行きましたが、ちょっと無機
質な感じで、グラウンドとスタンドの一体感がなくて、僕は
あまり好きではありません。昭和の時代の、古いナゴヤ球
場の方が親しみが持てました。
広島で一回、マツダスタジアムへ行って観戦しましたが、
あそこの球場はとてもいい球場で、いわゆる「ボールパー
ク」という雰囲気がとてもよかったです。マツダスタジアム
は、私は好きな球場です。なかなか行けないですが、み
なさんも一度マツダスタジアムで観戦されるといいと思い
ます。ドラゴンズも立浪監督になりまして、ぜひ今年はが
んばってもらいたいと思います。

米山奨学金贈呈

亀井克典

ニコＢＯＸ
本日は年次総会です。次年度の理事役員候補の皆
さんをご紹介いたします。どうぞよろしくお願い致しま
す。
亀井会長、今村、恵利、髙橋、岩田、山﨑、
堀江亮介、成田、加藤、田島、磯部、松尾、長谷川、
後藤、水野、河原、矢野、西川、石井、立石、小野、
武山、川原 (敬称略)
大塚さん 最近起床時考える。。寝ていたのか、寝たま
まなのか？
森田さん ありがとう！小原君！
安江さん お誕生日のお祝いをありがとうございます。
本日合計 61，０００円

国際奉仕 カンボジア有志寄付
本日合計 21，000 円
累計合計 １59,000 円

１２月の祝福
１日
4日
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10 日
12 日
14 日
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26 日
２７日
31 日

誕生日
小野素尊
亀井克典さん

結婚記念日
川原さん

堀江亮介
安江英雄さん
大塚さんご夫人
高須さんご夫君
矢野雄嗣さん
堀江俊通さん
大塚嘉彦さん
高須優実さん
高山 進さん
田中如以さん

田島さん
磯部さん

年次総会
2021 年 12 月 2 日例会/出席者数 27 名
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<次年度会長 武山卓史>
現在会長エレクト、次年度会長に承認されましたよろし
くお願いいたします。
それでは次期役員理事をお呼びしますので呼ばれた方
は壇上の方にお願いいたします。
<副会長 田島陽介>
副会長の田島陽介です。特に申し上げることはございま
せんが、みなさんを感動させられるようなスピーチをぜ
ひ考えたいと思います。
<幹事 加藤豊>
次期幹事をやらせていただきます加藤です。
私昔から、自分が人と違うと思っていまして、例えばコ
ンサートなんかで「みなさん手拍子を」ということあり
ます。すると最初の方は皆さんと同じように叩いている
のですが、微妙にずれていくことに気が付くのです。そ
こで必死に合わせますが、まただんだんずれていく。そ
れでいいと思ってはおらず、周りの方と合わせたいなと
思うのですが、なかなかずれることが多いので、幹事を
やっている間にいくつかへまをすることがあるかと思
いますが、その時はなにとぞご容赦お願いします。
<会長エレクト 松尾雄二郎>
昨年副幹事をする直前に、川原さんから「松尾君どうで
すか」と言われ「会長、私もやるつもりですけれど、幹
事兼エレクトはしんどいです」と言いましたら「そのう
ち」と言われまして。二度目の推薦委員会に呼ばれて半
分「はい」という感じだったのですが、成田さんから「30
周年の方やればいい」と言われ、どっちをやればいいか
と悩んで今日まで来てしまいました。至らない人間です
が、武山さんの跡を継げるように 1 年間修業を積んで行
こうと思いますので、みなさんその節はよろしくお願い
いたします。
<武山さん>
松尾さん、僕が入会した時に、ロータリー研修してくだ
さって、会長エレクトを受けるときに僕は松尾さんより
先に会長はできませんと言ったら「俺はしばらく仕事で
できないから、頼む」と言われて、人の気持ちは変わる
ようで、よろしくお願いします。
<直前会長 亀井克典>
まだ会長として任期半ばですが、なかなか十分なことが
できなくて、申し訳なく思っています。次の年度に向か
って粛々とやっていきたいと思います。引継ぎをしっか
りとして、新会長をしっかりと支えてやっていきたいと
思います。

