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次に私の会長退任のお話にしたいと思います。
昨年６月の前会長清水さん、前幹事大保木さんの慰労例会
から一年早いものです。
あの日を思いだしますと、二人が、本当にうれしそうでし
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た。やり遂げたよろこびと、役からの解放感だったのでし
ょう。私も早くそうなりたいと、当時思いました。
今こうして一年間無事に終了できたことは、皆様の協力と
支えがあったからであります。
そして、ガバナー補佐をはじめ理事の皆さんに大変無理難
題のことにも、賛同していただきありがとうございました。
劒田ガバナー補佐の時に会長ができたのも幸せでありま
した。会長就任してまもなくのＩＭの１０月２日、とても
充実した日であったし、大成功だったと思います。会員の
一致団結での連帯感の重要性を重く感じたときでありま
した。
新宮幹事誕生もラッキーでした。とても息が合いまして、
いい加減哲学もなかなかのものでしたが思いやりの強い
ところがとてもうれしかったです。
この一年ロータリー活動でよく遊びよく学んだ楽しい一
年でした。

今日は年度末慰労例会と、谷腰さんと針山さんのお別れ例
会となりました。
チャーターメンバー二人が今年度限りで退会本当に残念
です。でも、悲しくもありますが、こうして笑顔でのお別
れ例会もうれしく思います。幸せなロータリーであったと
いうことです。
谷腰さんは今後もパン職人の先生として活躍されること
だし、針山さんもゴルフの先生として活躍されること、ま
たセブンスターのボーカルとしても活躍されるとの事、２
人は趣味と実益の世界で活躍されるうらやましいかぎり
であります。
さらに奥様も毎日顔を見ることができさぞかし嬉しいや
ら怖いやら聞いてみたいものです。健康には気を付けて夫
婦仲良くお願いしたいと思います。今まで公私にわたりい
ろいろご指導いただきありがとうございました。

輝く会長、幹事でありたいと頑張ったつもりではあります
が、寄付金をはじめお願いごとの多い年で、本当に申し訳
なかったです。
テーマ「人として生きる」にこだわり家族、会社、あらゆ
る社会の中で「人が人を育てる」
意味深い一年でした。ロータリー仲間との絆を大事に、自
然体を大事にしてきた一年でありました。
次年度会長足立さん、幹事田中さん一年はあっという間で
す。皆さんとともに協力応援します。盛り上げていきたい
です。昨日町内の旅行で６６才になるバスガイドさんから
毎日の生活において「笑顔と元気と感謝」を大事にしてい
るとのこと。いい言葉を聞きました。二人にささげて挨拶
とします。
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出席／プログラム委員長挨拶

今井

俊治

みたいと思います。
1 年間ありがとうございました。

ただいまより、今年度最後となります年度末慰労例会を開
催させて頂きます。私の不徳の致すところで、本日担当の
委員会メンバーはただ一人の為、肉離れの身体も加えて皆
様にご迷惑をお掛けすることと思いますが、どうぞご容赦
ください。
本日は時間の許す限り一年間の労をねぎらって頂ければ
と思いますので、よろしくお願い致します。

退会者チャーターメンバーから挨拶
乾

杯

歓

談

直前会長

清水

幸平

次期会長

足立

常孝

21 年間ありがとうございました。ご苦労様でした。

濃飛分区ガバナー補佐

劒田

廣喜

今年度ガバナー補佐を務めさせて頂きました。皆様のご協
力のおかげで無事終える事ができます。ありがとうござい
ました。

中締
幹事挨拶

新宮

一郎

今年度はガバナー補佐選出のクラブとして IM の開催、国
際大会への出席等行事も盛りだくさんありました。また、
新入会員も増え充実した 1 年だったように思います。
「いい加減」
「いい味加減」な幹事でしたが、1 年間皆様
方の協力のおかげをもちまして無地幹事職を終えること
が出来ましたこと心から御礼申し上げます。
ここ 2 年間は忙しくロータリーに専念させていただきま
したが、7 月からはマイペースでロータリーライフを楽し
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＜ニコニコＢＯＸ＞
「年度末慰労例会」嬉しい日に感謝・感謝。一年間皆様の
ご協力のお蔭で今日を迎える事が出来ました。ありがとう
ございました。
平林 英一

今月は、結婚記念品と妻の誕生日プレゼントありがとうご
ざいました。久しぶりに記念日に食事に行くことが出来あ
りがたかったです。入会して１年が経ちました。今後もよ
ろしくお願いします。
黒地 重雄

皆様の協力のお蔭で幹事職を終えることが出来ました。あ
りがとうございました。
新宮 一郎

谷腰さん、順ちゃん、長い間ご苦労様でした。 周

先日、東京スカイツリーに上って来ました。展望回廊の
450ｍはそれなりに高かった！！東京スカイツリーの高さ
634ｍをお金に直してニコニコへ。
島
良明
中日新聞と市民時報にロータリー活動をしっかりやって
いる姿が載りましたのでニコニコへ。
剱田 廣喜
本日 私の誕生日にこんなに沢山のメンバーにお集まり
頂きありがとうございます・・
津田 久嗣
本日は、出席/プログラム委員会担当例会ですので宜しく
お願いします。足が完治しておりませんのでご迷惑をお掛
けしますがお許しください。
今井 俊治
本日は、入会予定者も参加されての「最終慰労例会」
。平
林会長・新宮幹事 一年間ご苦労様でした。ゴルフ３位あ
りがとうございます。
足立 常孝

信夫

平林会長・新宮幹事 役員理事の皆様一年間ご苦労様でし
た。 岩垣津 亘・坂家 賢司・岩本 正樹・坂之上健一
水川
巧・道下 利一・堀口 裕之・渡辺 修治
久々野国良・永家 将嗣・大保木正博
高木 純・谷口 欣也
コンペお疲れ様でした。ドライバーが久々にまっすぐ飛び、
ダブルぺリアのお蔭で優勝出来ました。ありがとうござい
ました。
中田 学
今日は大変に勉強になるゴルフでした。同伴競技者の皆様
ありがとうございました。ご苦労様でした。 中田 一男
本年度役員の皆様一年間ご苦労様でした。私も例会 100％
出席できたことに感謝して。
松之木 映一
ゴルフが出来たことに感謝して。

和田

良博

本年度の役員の皆様、無事任期を終えられ一年間ご苦労様
でした。また、親睦コンペは快晴の元、楽しくプレーが出
来ましたことに感謝して。
橋本
修

日頃のご無礼にお詫びして。

高原

武夫

明日は、母８３歳の誕生日です。元気で長生きしてほしい
です。
前越 路子

体調不良・ゴルフ不調に付きニコニコへ。

平林会長・新宮幹事 一年間ご苦労様でした。先日の「出
前講座」に出席して頂いた方々、ありがとうございました。
次は７月１１日白川中学校ですので、ご参加をよろしくお
願いします。
高原 清人
平林会長・新宮幹事 一年間ご苦労様でした。次年度に対
してもお手柔らかにご指導下さい。
田中 雅昭

銀水庵に駆けつけてしましました・・・

長瀬
三枝

栄二郎
祥一

最後のニコニコ当番です。皆様宜しくお願いします。
新井 信秀
最後のニコニコ協力、皆様ありがとうございました。
伊藤 正隆

