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いよいよ本日が本年度最後の例
会となりました。
本日は最終慰労例会ということ
で、昼は親睦ゴルフコンペもあり
ました。後ほど、その結果報告と
表彰がありますが、ゴルフに参加
された会員の皆様には暑い中、お
疲れ様でした。
また、本日の例会を設営してくださいました今井委員長を
はじめ、親睦活動委員会の皆様には本当にありがとうござ
います。
さて、この一年を振り返りますと、「あっという間に過ぎ
た」という思いと「ようやく辿り着けた」という思いが同
時に湧いて来ます。
「あっという間」というのは、次から次といろいろの事業
があり、それを必死になってこなしている内に、早一年と
いうことですし、同じ理由で、次から次へと事業のことを
考え、終えていかなければならないという毎度毎度のプレ
ッシャーと、「まだまだ事業をこなさなければならない」
という思いが、この一年をとてもとても永いものに感じさ
せたような気がします。
いずれにしましても何とか、まがいなりにも無事に終了す
ることが出来ましたのは、会員の皆様おひとりおひとりの
お陰様と大変感謝しております。
特に谷口幹事には、大変なご苦労をお掛けしたことと思い
ます。幹事との打ち合わせはファミレスの片隅で頻繁に行
いましたが、よく喧嘩にもなったものです。
しかし、幹事なくしてはとても任期をこなすことは出来ま
せんでしたので、ここで改めてお礼を申し上げます。
また実務では、事務局の河上さんにいつも的確なアドバイ
スをいただき、こなしていただきました。併せて感謝申し
上げます。
そして、本日は 2 年間在籍してくださいました阿部さんが、
会社を退職されるということで、クラブを退会されます。
阿部さんにつきましては、3 年前に坂之上さんと一緒にロ

18：30～

ータリーの入会のお誘いに伺ったことが思い出されます。
そして快く入会の意思表示をしていただき、その後は、例
会には積極的に出席してくださり、委員会活動にも非常に
協力的で、「出前講座」にも講師として参加してください
ました。
その積極的な参加姿勢をとてもうれしく思います。と共に
感謝の念に堪えません。名残惜しくはありますが、どうか
今後の人生に幸多からんことを願っております。
また剱田直前ガバナーには、ＲＣの心構えについて、ぶれ
ないようにいつもアドバイスをしていただきました。謝々
です。
我々の一年が終わるということは、新しい一年が始まると
いうことでもございます。
高原新会長と岩本新幹事の素晴らしい活躍を期待させて
いただきます。
皆様、本当に一年間ありがとうございました。

＜幹事挨拶＞

幹事 谷口

欣也

幹事報告はございませんが、一言
ご挨拶させていただきたいと思
います。
無事本日を迎えられましたこと、
すべての会員の皆様と河上さん
に心より感謝申し上げます。
あっという間の一年だったよう
に感じます。中田会長と共に準備
し、実践したこの１年半でロータリークラブのことが少し
わかったような気がします。この貴重な経験を次年度以降
に少しでも生かしていきたいと思います。一年間、本当に
ありがとうございました。

司会：鶯塚

英雄

第 1175 回 H30･6・25

＜花束贈呈＞

＜親睦ゴルフコンペの結果報告及び表彰＞
ゴルフ部長 植木 眞吾
優 勝
準優勝
第3位

＜歓談風景＞

＜親睦活動委員長挨拶＞

今井

俊治

本日は、親睦活動委員会担当の年
度末慰労例会に多数ご参加いた
だき、ありがとうございます。
今年度の委員会事業もこの例会
が最終となります。
昼間に行われました親睦ゴルフ
コンペの成績発表も計画してい
ますが、特に余興等は予定してい
ませんので、会員の皆様どうしでお互いに一年間の労をね
ぎらっていただければと思います。
一年間の感謝と共に、本日はよろしくお願いいたします。
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＜退会挨拶＞

阿部 眞澄美

この度、わたくし阿部は退職を機にロータリークラブを退
会させて頂くこととなりました。
高山中央ロータリークラブに入会したのが、ちょうど一昨
年前の 6 月でした。盛大で誇らしかった高山の地区大会、
ロータリーバンドで歌ったフォーチュンクッキー、子供た
ちの未来を願った出前講座、週に 1 回の美味しいひだホテ
ルのランチ、知的でウイットに富みセクハラすれすれのニ
コニコメッセージ、謎の右肩上がりの三本締め・・・など
など。思い起こせば有意義で楽しく、アッという間の 2
年間でした。
素敵なジェントルマンとレディーの集まる、高山中央ロー
タリークラブが末永く継続されますように、そして生業を
通じ地域社会に貢献されますことを節に願います。
皆様の健康と益々のご活躍を願って。本当にありがとうご
ざいました。

＜中締め＞

＜点 鐘＞

次期会長

高原

清人

会長 中田 專太郎
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＜ニコニコＢＯＸ＞
一年間ありがとうございました。貴重な経験をさせて頂き
ましたと共に感謝です。
中田 專太郎

中田会長・谷口幹事、一年間お疲れ様でした。また、本日
のゴルフ幹事植木さんご苦労様でした。
岩本 正樹

本日を無事に迎えられたこと、すべての会員の皆様と河上
さんに心より感謝してニコニコへ。一年間どうもありがと
うございました。
谷口 欣也

中田会長・谷口幹事、一年間ご苦労様でした。親睦ゴルフ
お疲れました。連チャンでしたが、元気なことはいいです
ね。
平林 英一

本日は「年度末慰労例会」に多数出席頂き、ありがとうご
ざいます。何かと至らぬ委員長でしたが、委員会メンバー
に助けて頂き、今日の例会を迎える事が出来ました。一年
間ありがとうございました。
今井 俊治

本日は大変暑い中、ゴルフに参加頂きありがとうございま
した。表彰式を楽しみにしてください。
植木 眞吾

中田会長・谷口幹事、一年間ご苦労様でした。来週から、
高原会長・岩本幹事よろしくお願いします。 足立 常孝
今日の暑い中、ゴルフをされた方々ご苦労様でした。さす
が次期会長高原さん、サッパリとしたヘアースタイルで、
すがすがしくなっていますね。
久々野国良
中田・谷口丸、無事の帰港、心よりお喜び申し上げます。
ご苦労様でした。とにかく今日は暑かったですね。
田中 雅昭
中田会長・谷口幹事、一年間大変お疲れ様でした。今夜は、
腹いっぱいお酒を飲んでください。本当にお疲れ様でした。
坂之上 健一
中田会長・谷口幹事、一年間大変お疲れ様でした。良けれ
ば慣れたところでもう一年どうでしょうか。さぞ完璧に事
業をこなされる事と思います。
さて、いよいよ来週より新年度が始まります。至らぬ会長
でありますが、皆様のご理解ご協力をよろしくお願いしま
す。
高原 清人
本年も長老と言われつつ、セクハラで訴えられる事もなく
無事ロータリー活動が出来ましたことに感謝してニコニ
コ。
橋本 修

昨日、孫と一緒に東山動物園に。暑かった！暑かった！今
日もゴルフで暑かった!!暑かった!!同伴者の皆様、楽しく
ゴルフが出来ました。ありがとうございました。
中田 一男
本日はお暑い中、ゴルフコンペお疲れ様でした。
海老沢玲子
やっとで地区の委員会委員長が終わります。皆様、色々あ
りがとうございました。感謝してニコニコへ。前越 路子
昨年 7 月に入会させて頂きちょうど 1 年となりました。新
会員として 1 年間皆様にはお世話になりました。本当に、
本当に色々と 1 年間ありがとうございました。次の新会員
の方にもしっかりとお願いします。
小出 貴博
最終例会、中田会長・谷口幹事、一年間ご苦労様でした。
メンバーの皆様、一年間お世話になりありがとうございま
した。
三枝 祥一
岩垣津 亘
堀口 裕之
松之木映一
山本 辰男
村瀬 祐治
清水 幸平
西倉 良介
親睦ゴルフ、ありがとうございました。

島

一年間、ニコニコ協力ありがとうございました。
鶯塚

良明

英雄

