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本日の例会案内（7 月 14 日）
クラブフォーラム②

第 2242 回 2022 年 6 月 30 日例会報告
点鐘
会長挨拶
皆様こんにちは。日曜日に IM 参加された方はお疲れさ
までした。いよいよこの日を無事に迎えることができ、
ホッとしているのが、正直な心境です。皆様方に助けら
れ、無事任務を完了することができました。まずは皆様
に心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
そして特に、いろいろと迷惑かけたであろう小林幹事、
大変ありがとうございました。
思い返せば、この一番前のテーブルに座ること 5 年にな
りました。コロナ前は、プログラム委員長の席は卓話ゲ
ストの隣に座ることになっていたので、プログラム委員
長時代を含め 5 年の長きにわたり一番前のテーブルに
居座り続けました。これで次回からようやく好きな席を
選べるようになります。当初は初対面の方と喋るのが苦
手なほうでしたので、毎回ゲストで来られる初対面の方
とお話するうちに、だんだんと慣れてきて、初対面の方
とも気軽に会話できるようになったことは収穫のひと
つとなりました。
ここ 3 年はコロナの影響で、例会は休会もしくはオンラ
インとなり、合同例会、周年などは全て中止でしたが、次
年度、中郡会長年度からは通常に戻るのではないでしょ
うか。また今後の西クラブは再来年については、ガバ
ナー補佐輩出そしてライラ研修と IM のホストクラブと
なり、その次の年はいよいよ 50 周年という節目の年を
迎えることとなります。とくに三浦年度とその次の年度
の会長幹事さんは大変でしょう。私もいち会員としてお
手伝いしたいと思います。
以上で最後の会長挨拶となります。皆様 1 年間本当にあ
りがとうございました。
100% 出席バッチの贈呈 草野出席委員
10 年 大澤 力君
3 年 神林義則君
2 年 柳原大輝君
米山奨学委員会 谷合委員長
長谷川英郁君から 2 万円いただきました。

ニコニコボックス紹介 神林委員
森田雅巳君 皆様、一年間大変ありがとうございまし
た。次年度、中郡会長、新澤幹事頑張って下さい。
小林千鶴君 1 年間大変お世話になりました。ありがと
うございました。中郡会長、新澤幹事、次年度、がんばっ
て下さい！
青池秀夫君 森田会長、小林幹事 1 年間ご苦労様でした。
そして、有難うございました。
大野康則君 中郡会長、
新澤幹事よろしく御指導下さい。
馬場伸行君 森田会長、小林幹事 1 年間ご苦労様でした。
又、次年度も宜しく。
片野 勉君 森田年度の全ての方一年間御苦労様でした。
鈴木賢一君 森田会長・千鶴幹事大変おつかれさまで
した。
田村 修君 森田会長、小林幹事様 1 年間ご苦労様で
した。
野田誠記君 森田会長、小林幹事一年間おつかれ様で
した。
吉村鳳一君 森田会長、小林幹事一年間ありがとうござ
いました。楽しかったです。
中山雄二君 森田会長、
小林幹事 1 年間お疲れ様でした。
中郡正和君 森田会長、小林幹事 1 年間おつかれ様でし
た。次年度も皆様宜しくお願いします。
三浦英敏君 森田会長、小林幹事一年間、お疲れ様で
した。
高木豊隆君 森田会長、小林幹事一年間おつかれさまで
した。
次年度、
中郡会長、
新澤幹事よろしくお願いします。
新澤 功君 森田会長、小林幹事 1 年間おつかれさまで
した。
谷合伸郷君 森田会長、小林幹事一年間おつかれ様で
した。
稲葉忠克君 森田会長、
小林幹事一年間お疲れ様でした。
姉崎 健君 森田会長、小林幹事 1 年間おつかれ様で
した。
神林義則君 100% バッチをいただきありがとうござい
ます。森田会長、小林幹事 1 年間おつかれ様でした。
柳原大輝君 2 年間 100% となりました。ありがとうご
ざいます。
太田 敦君 森田会長、小林幹事 1 年間おつかれ様で
した！
吉村美穂君 森田会長、小林幹事おつかれ様でした。

大澤 力君 森田会長、小林幹事、一年間おつかれさま
でした。おかげ様で、100% 出席バッチを頂きました。あ
りがとうございます。次年度、中郡会長、新澤幹事よろし
くお願いします。
ニコニコ BOX 総計 496,000 円

幹事報告 小林幹事
・現次第 2 分区会長幹事会の報告
・本日例会終了後 3F「クラウン」
に於きまして現次年度
理事役員会を開催いたします。
・現次慰労激励会を本日 18：30 より割烹岡田で開催い
たします。
森田会長・小林幹事へ記念品贈呈
次年度 中郡会長・新澤幹事
会長バッチ・幹事バッチ 引継ぎ
森田会長⇒中郡次年度会長へ
小林幹事⇒新澤次年度幹事へ
2021-2022 年度最終例会につき卓話なし
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2022 年 6 月 30 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（38）名

26 名

12 名

68.42％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

31 名

8名

月出席率

79.49％

第 2243 回 2022 年 7 月 7 日例会報告
点鐘
会長挨拶
ついに、ついに始まってしまった新年度、というのが率
直な感想です。改めまして、今年度西クラブ会長を仰せ
つかりました中郡です。今年度１年間よろしくお願いい
たします。
さて、昨年度は、COVID-19 の感染状況のためオンライ
ン例会やハイブリッドでの研修会の開催となり本来の
対面での親睦を交わすことのできない状況でしたが、最
近では各種規制が緩和されてきて、明るい兆しとともに
新年度が始まることに安堵しております。
しかし、昨日からまた全国的に増加傾向のため状況を鑑
みながら、
今後も検討していきたいと思います。
今年度のジェニファー・ジョーンズ RI 会長のテーマが
「IMAGINE ROTARY」で想像力を働かせて、良き変化
を導くための行動を実行に移すことが求められており
ます。国際ロータリーの価値観として DEI すなわち多
様性、公平さ、インクルージョンが強調されております。
また、２５６０地区高橋秀樹ガバナーの地区運営方針と
して、
「 再生、新生、共生」を掲げられました。コロナ禍で
慎重に構えてきた各種クラブ活動を活性化するべき時
期が来ている・・
「再生」です。そのために新しい生活様
式に即した、新しい工夫と手法の導入を考えていかなけ
ればなりません‥「新生」さらにその成果を将来につな
げていくために、ロータリアン同士の関係や地区との関
係、ロータリークラブと社会の連携など改めて考えてい
くことが大切になると思います・・
「共生」となってお
ります。
この地区運営方針に則って、我が西ロータリークラブも
「四つのテスト」
「 奉仕の理想」を追求しながら西クラブ
に大きな成果と各ロータリアンの皆様に実り豊かな一
年にしていきたいと思います。今年度一年間、ご指導、ご
賛同、ご協力よろしくお願いいたします。

米山奨学生に奨学金の贈呈 扎蘇那
（チャスナ）
さん挨拶
誕生・創立記念日お祝い品の贈呈 谷合親睦委員長
7 月お誕生日お祝い
2 日 大野康則君
19 日 長谷川英郁君
31 日 吉村美穂君
7 月創立記念日お祝い
1 日 熊野純一郎君
1 日 太田 敦君
10 日 渡辺要一君
米山奨学委員会 吉村（美）委員長
田村 修君から 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 小林（治）委員
中郡正和君・新澤 功君 今年度 1 年目、会長、幹事を
長い目で宜しくお願い致します。
片野 勉君 中郡年度の発展を祈念して。
加地正樹君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。
吉村鳳一君 中郡さん、新澤さん一年間よろしくお願い
します。楽しく行きましょう！
中村文彦君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。
小林千鶴君 中郡会長、新澤幹事、新年度よろしくお願
いします。
高木豊隆君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。
谷合伸郷君 中郡会長・新澤幹事 1 年間よろしくお願
いします。
稲葉忠克君 中郡会長、新澤幹事一年間よろしくお願い
します。
諏佐 渉君 今年度 1 年間宜しくお願いします。
太田 敦君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。設立記念ありがとうございます。
青池秀夫君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。
吉村美穂君 誕生日お祝いありがとうございます。今年
度 1 年間会長・幹事よろしくお願いします。
小林 治君 中郡会長、新澤幹事 1 年間よろしくお願い
します。
ニコニコ BOX 総計 27,000 円

ゴルフ同好会報告 中郡正和君
地区大会記念ゴルフ大会、同好会コンペについて
幹事報告 代理 三浦英敏会長エレクト
今月ロータリーレート 1 ドル 136 円
卓話
『クラブフォーラム①』
中郡会長・新澤幹事、中村 SAA、
三浦クラブ奉仕委員長、
クラブ運営 馬場職業分類・会員選考委員長、
片野出席委員長、
青池ロータリー情報・クラブ研修リーダー委員長、
太田プログラム委員長、谷合親睦委員長、
諏佐公共イメージ向上委員長
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2022 年 7 月 7 日例会報告

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

38（36）名

20 名

16 名

55.56％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

32 名

6名

84.21％

月出席率

