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皆さんこんばんは。
いよいよ本格的な梅雨になり、
しばらくは憂鬱な日々が続くよ
うですが、皆様方にはお体を十
分ご自愛されますようお祈り申
し上げます。
さて本日はいよいよ最終お別れ
例会となりました。本日は梅雨
の晴れ間、お別れコンペも行われ大変すばらしい一日とな
った人やならなかった人や・・・。
本年の私のテーマは「情熱と友情・・・そして永久に」で
ございました。剱田ガバナー輩出クラブとして島地区大会
実行委員長の下、皆様方の一方ならぬ情熱により歴史に残
る大会が出来たものと思います。また地区補助金を利用し
た「削り華アートフラワー」制作による親子教室や、毎年
行われている出前講座、様々な親睦例会等々により大いに
友情が深められたものと確信いたします。我がクラブは地
区に誇りを持ち、牽引するまでの魅力あるすばらしいクラ
ブへと成長してまいりました。今後もますます躍進し永久
（とわ）に永続発展するものと考えます。今年度も今日現
在のところＲＩ会長賞が達成していることを確認してい
ます。何はさておき、私の相棒である中田学幹事さんあり
がとう。事務局の河上さんいろいろ助けて頂きありがとう。
全ての会員の皆様方一年間本当にありがとうございまし
た。心より感謝申し上げます。次年度の中田会長、谷口幹
事の船出を祝福して最後の会長の時間とさせて頂きます。
ありがとうございました
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事あいさつ＞
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皆さんこんばんは。
本日、最終慰労例会ということで、
何とか無事にここまでくることが
できました。経験の浅い私のような
ものが、まがりなりにも幹事職を全
うでき、なんとか滞りなくクラブ運
営ができましたのも、全て会員の皆様のご指導とご協力の
おかげだと心から感謝申しあげます。
今年度は異例づくしの一年だったと思います。地区大会が
あり、剱田ガバナー輩出、地区運営と、大変な一年でした。
そんな中、クラブがしっかりと役目を果たし、結果を残す
ことができたのは、クラブの皆さんお一人お一人がはっき
りと責任を自覚し、きっちりと役割を全うされたからだと
思います。本当に素晴らしいことでした。
一年間、大変お世話になり、多くの貴重な経験をありがと
うございました。

＜出席/プログラム委員長あいさつ＞
委員長 長瀬 栄二郎
皆様こんばんは。
今夜は、本年度の最終例会というこ
とで企画をさせていただきました。
剱田ガバナー年度として地区大会
も開催された本年度でしたが、皆様
には一年を振り返っていただき、互
いを労いつつ、親睦を深める時間としていただけましたら
幸いです。
楽しいひとときとなりますよう、どうぞ宜しくお願い申し
上げます。
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＜花束贈呈＞

＜ニコニコ報告＞

＜めでた＞

地区大会実行委員長

島

良明

＜親睦ゴルフコンペの結果報告と表彰＞
ゴルフ部長 岩本 正樹
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＜ニコニコＢＯＸ＞
皆様、一年間誠にありがとうございました。感謝あるのみ
です。高山中央ＲＣに乾杯。
田中 雅昭
1 年間ありがとうございました。

中田 学

ガバナー職を全う出来そうです。クラブの皆様に感謝致し
ます。本当にありがとうございました。
剱田 廣喜
代表幹事の仕事もあと４日です。大きな問題もなく、クラ
ブの皆様にもご協力頂き心より感謝申し上げます。
伊藤 正隆
剱田ガバナー、伊藤代表幹事、田中会長、中田幹事、ご苦
労様でした。地区大会は皆様のお陰で大成功でした。あり
がとうございました。感謝・感謝!!
島
良明

田中会長、中田幹事ご苦労様でした。今日のゴルフは楽し
くプレーできました。島さん、和田さん、高橋さんお疲れ
様でした。ありがとうございました。
中田 一男
会長をはじめ、皆様ご苦労様でした。次年度は親睦活動委
員長を仰せつかりましたので、皆様ご協力をよろしくお願
いします。
今井 俊治
剱田ガバナーをはじめ地区役員の皆様ご苦労様でした。田
中会長、中田幹事、大変な年に大役を務められ、ご苦労様
でした。本年のご無礼を心よりお詫び申し上げニコニコへ。
高原 武夫
田中会長、1 年間お疲れ様でした。含蓄のあるお話しを聞
かせて頂き賢くなりました。ありがとうございました。
西倉 良介

平成 26 年 2 月より剱田ガバナーのお伴をしつつ、この 6
月で 3 年間の地区幹事を終えようとしています。田中会長
をはじめ役員の皆様のご協力に感謝致します。合せてニコ
ボックスのご協力、ありがとうございました。 橋本 修

田中会長、中田幹事、1 年間ご苦労様でした。本当に最後
の例会となりました。次回からの例会はリラックスして出
席して下さい。お疲れ様でした。
坂之上 健一

役員の皆様、メンバーの皆様、1 年間ご苦労様でした。河
上さん、いつもありがとうございます。
岩垣津 亘

1 年間ありがとうございました。なかなか出席ができず申
し訳ありません。1 年間の御礼と感謝を込めて。次年度も
よろしくお願いします。
海老沢 玲子

田中会長、中田幹事他理事の皆様 1 年間ありがとうござい
ました。そして剱田ガバナーご苦労様でした。次期の中田
会長、谷口幹事、理事の皆様よろしくお願いします。1 年
間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いしま
す。
村瀬 祐治 足立 常孝 久々野国良
新井 信秀 平林 英一 長瀬栄二郎
岩本 正樹 高原 清人 下田 徳彦
三枝 祥一 山本 辰男 渡辺 修治
松之木映一 前越 路子

ゴルフがひどい事になってしまいました。今日は 2 度打ち
までやってしまいワンペナでニコニコへ。 植木 眞吾
先日は妻の誕生日のお花をありがとうございました。
黒地 重雄
宝塚記念、いっさい当たりませんでした。また、秋に備え
たいと思います。
益田 大輔
本日の例会が私にとって最後となりました。平成 3 年に入
会以来本日まで 26 年間長きに渡りありがとうございまし
た。
冨士井 忠男

