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＜忘年例会＞
会場：銀風
●点 鐘
●会長挨拶

◆会報担当 鶯塚 英雄
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会長 大原 誠
会長 大原 誠

みなさん、こんにちは。
第 1283 回会長の時間、
例会のご挨拶を申し上
げます。先週お話した
アメリカンフットボー
ルの大学日本一を決め
る第 76 回甲子園ボウ
ルが 19 日開催され、関
西学院大学が 47 対 7 で
圧勝し、見事 4 連覇を
達成しました。平林先生、おめでとうございました。
そして、昨日、TBS テレビ「がっちりマンデー」に
予定通り、電子地域通貨“さるぼぼコイン”が紹介
されました。放送以降、
「がっちりマンデー見まし
た！」といったお声を沢山いただいたところです。
見ていただいた皆さま、ありがとうございました。
さて、本日は今年最後の例会となりました。本年も
コロナ禍の中で、3 度に亘る緊急事態宣言とまん延
防止等重点措置が発出されるなど、地域経済への
影響とともに会員皆さまにとりまして大変厳しい
一年であったと思います。そうした中、4 月の国際
ロータリー第 2630 地区大会は、無観客での映像収
録開催という初めての試みでありましたが、剱田
ガバナーの指導力のもと会員皆さまの創意工夫に
よって、無事終えることができました。また、当ク
ラブの各事業が、出前講座を始めとして、できる範
囲でそれぞれ実施されましたこと、感謝いたしま
す。さて、令和 3 年、2021 年もあと 11 日で終わ
り、2022 年を迎えます。社会情勢は、ワクチン接
種を始め感染防止対策が進むとともに With コロナ
に向けて、徐々に生活の習慣や社会規範、人々の行

動が変わりつつあります。今後ロータリー活動も
同様に変わっていく、あるいは変わらなければな
らないことも起こってくるとおもわれますが、現
在検討いただいている例会の Web 開催もその一つ
であります。新型コロナウィルスとの戦いは長期
戦となることが予想されます。ロータリーとして
この試練とどう向き合って、どのように対応して
いくのか、各事業活動を進める上で、各クラブと会
員一人一人が試される一年となるのではないでし
ょうか。そのための知恵やヒントを探っていき、そ
れを会員皆さんが共有し、職業奉仕、社会奉仕、に
繋げていくことが重要になると思います。以上、こ
の一年のクラブ事業に対する会員皆さんのご尽力
に感謝するとともに、来る 2022 年も引き続き、ご
後援を賜りますようお願い申しあげ、ご挨拶とし
ます。

●幹事報告 幹事

下田

徳彦

本日は、ガバナー事務
所等から来た幹事報
告はありません。地区
大会へ 39 名の方にご
登録頂きました。あり
がとうございます。翌
日にゴルフの計画を
進めていますのでよ
ろしくお願い致しま
す。本日は今年最後の
例会で、約 2 年ぶりの親睦例会になります。親睦
を深めて下さい。前半ありがとうございました。後
半もご協力お願い致します。
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●親睦活動委員長挨拶
井ノ下 雄志
親睦活動委員会は、
本年度さぼり気味
でしたが、本日皆さ
んのご参加によっ
て、本年度最初の親
睦活動を開催する
ことが出来ます。あ
りがとうございま
す。コロナ禍での親
睦会ですのでお願
い事が 3 つありま
す。1 つ目は、お猪
口やグラスの使いまわしをご遠慮お願いします。2
つ目、本日のめでたの披露はございません。3 つ目
は、出来うる限りのマスク会食を心がけて下さい。
と、懇親会を前に心苦しいお願いですが、どうぞご
理解をよろしくお願いします。とはいえ、久しぶり
の高山中央ロータリーの懇親会です。皆さんで懇
親を楽しみましょう。

乾杯

中締め挨拶
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＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は今年度最初で最後の親睦活動委員会担当
の忘年例会にご参加ありがとうございます。楽
しい時間を皆さんで過ごしましょう。
井ノ下 雄志
会長さん始め役員の方々にはコロナ禍の中、無
事半年間、お役ご苦労様でした。
橋本 修
清水 幸平
堀口 裕之
皆さま、一年間ありがとうございました。来年も
よい年でありますように。
長瀬 栄二郎 伊藤 正隆 岩垣津 亘
周 信夫 高原 清人 水口 邦博
久しぶりの宴会。健康に感謝して。松之木
何もない事が幸せと思いニコニコへ。
熊﨑

映一
元康

コロナ感染状況も沈静化している事に感謝して。
剱田 廣喜
入会して初めての「宴会」です。楽しみにしてい
ます。よろしくお願い致します。
高原 龍士
一年間お世話になりありがとうございました。
心療内科の安全と偏見が進まないことを祈願し
て。
益田 大輔
久々の忘年例会。執行部の勇気ある決断ありが
とうございます。この年の瀬を元気にのりきっ
て、また来年会いましょう。ワインを差し入れし
ましたが、高いワインはコロナ禍で全て飲んで
しまいました。
鶯塚 英雄
みなさん、お久しぶりです。何とか元気でやって
います。
道下 利一
先日は妻の誕生日に素敵な花束を頂きありがと
うございます。本日は今年最後の例会となりま
す。来年が良い年であることを願ってニコニコ
ヘ。
下田 徳彦

12/16 妻の誕生日祝いに、お花を頂きありがとう
ございます。本日は入会して初めての例会宴会
です。お手柔らかにお願いします。 住 裕治
昨夜は羽島で地区青少年交換委員会の忘年会を
して今日はゴルフの予定が雪でクローズ残念。
三枝 祥一
ニコニコの隣に座ってしまったので。
渡辺

修治

先週の IT 委員会担当例会では色々ありがとうご
ざいました。今後の課題が山積みです。
前越 路子
今日は久しぶりに宴会例会誠に良かったと思い
ます。コロナは落ち着いていますが、オミクロン
は本当に判断に迷いますね。感染症の尾身会長
も判断に「おみくろう（尾身苦労）」と私たちの
間で言っています。
葛谷 嘉久
今年は、息子の結婚と孫 2 人が誕生し新しい家
族を 3 人迎えることが出来ました。皆が無事過
ごせたことに感謝してニコニコへ。 西 美紀
宴会が開かれて良かったです。いつまで出来る
かわかりませんが…最近はヒマでヒマです。
内田 茂
下ネタを書けと言われたけれど、そのネタが思
いつかずニコニコを出させて頂きます。
久々野 国良
遅れてすいません。

中田

ありがとう‼ありがとう‼

島

学
良明

大変申し訳ありませんがこの後退席させて頂き
たくよろしくお願い致します。
大原 誠
ニコニコ協力、本当にありがとうございます。こ
れでいい年を迎えれそうです。来年もよい年で
ありますように。
平林 英一

～12 月 31 日をもって退会される谷口欣也さんより～
本年末で退会させて頂く事に致しました。入会して 16 年半、たくさんの思い出があり、たくさんの
ことを学ばせて頂きましたが、何より素晴らしい会員の皆様に出会い、共に活動できましたことが
私の宝物です。クラブは退会致しましたが、高山におりますので、見かけた時にはお声かけ頂ける
と嬉しいです。末筆になりますが、高山中央ロータリークラブの今後の益々のご発展と会員並び
に、事務局河上さんのご健康とご活躍、ご多幸を心よりご祈念申し上げます。
長い間、本当にお世話になりありがとうございました。

