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２０２０年（令和２年） ６月１１日  (木 ) 雨  第２６７９回（当年度第２６回）当年度最終例会  
 
                     

点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会                 ＳＡＡ  岩田 進市君 

国歌斉唱                      「君が代」 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和               加藤 義晴君 

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介    

米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 

 

 

                    ようこそ！ 

                    ロータリークラブへ！ 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人・旅・本」よく聞くワードであります。いろんな人に

会って、たくさんの本を読み、多くの場所に自ら出向く。

これはつまり自己投資であります。 

 現在のこの新型コロナウイルスの脅威の中、活動する

こと「人と旅」はとても大変であります。でも本があります。

時間を潤沢に使って知識をつけられる。またとないチャ

ンスです。新型コロナウイルスは、気候変動と同じ一つ

の自然現象ですから、ランダムに発生することは避けら

れません。しかし、晴耕雨読という言葉があるように、今

できることをすれば良いのです。家にいる時間を有意義

なものにすることができるはずです。 

 異変が起こった時、人はそれに対応すべく努力するも

の。ダーウィンの言う「適者生存」…生き残れるものは

強い者や賢い者ではなく、変化に適応出来る者である、

という言葉は真実だと思います。このパンデミックに対

応出来たら、社会はそれだけより良くなるでしょう。ペス

トがルネサンスを生んだように。 

 NHK の番組「ブラタモリ」で有名なタモリさんが史上最

年少棋士の藤井聡太四段（当時）との対談で、藤井四

段の高校進学について「高校に行くことは非常に良いこ

とだと思う。俺の場合は変わった人に会いたくて。変わ

った人がたくさんいるから。いろんな考え方があって面

白い。学校のおかげです。自分の世界を超えているか

ら。」と。 

関心のある事もない事も、これまでと違った事を、何で

も良いから経験する。 

 

今年度クラブ会長を拝命して多くの方と出会い、いろい

ろな経験をすることが出来ました。感謝申し上げます。 

「人・旅・本」と共に「ロータリー」を加えたいと思います。 

 

人生の後半戦の可能性を広げるために。 
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ガバナー挨拶 

２７６０地区ガバナー 伊藤 靖祐君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤ガバナー、一年間本当にお疲れ様でした。 

 

 

委嘱状伝達式 

米山記念奨学会 委員 山田 猛君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区戦略計画委員会 委員・地区財務委員会 委員 

南村 朋幸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永年在籍表彰 

             ３０年  森 弘好君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０年  杉浦 賢二君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

 

出席１００％表彰 

            1年 水野 和吉君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

            1年 南村 朋幸君 

 
 

自クラブ出席１００％表彰 

猪子 明君、加藤 義晴君 

岩田 静夫君、沢田 昌久君、中村 耕司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様おめでとうございます。 

 

出席報告               委員長  木本 寛君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４８名 ３６名  １２名 ８３.７２％ 

 

ニコボックス                     木本 寛君 

○本日が本年最後の例会となってしまいました。 

ここ３ヶ月程、コロナウイルスの影響で満足なクラブ 

運営ができず、残念な限りですが、一年間皆様には

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良 各君 

 

○在籍３０年の表彰をいただいた喜び。 

 ２５周年の年に入会し、５５周年を迎えるなんて思い 

もしなかったが、健康で出席できた事に感謝して。 

森 弘好君 

○３５年間お世話になりました。 

ありがとうございました。 

岩田 俊久君 

○おかげ様にて健康に恵まれ創立記念日を迎える 

ことができました。 

もうしばらくの間、続けたいと思っています。 

倉知 正憲君 

○入会２０年になりました。ありがとうございます。 

杉浦 賢二君 

○杦本哲一君と男と男の約束をしました。 

証人は堀尾さんと長瀬さんです。 

岩田 静夫君 

○５月５日の端午の節句用のお菓子を杉浦さんからの 

お骨折りで、伊藤さんの大口屋さんから頂きました。 

施設の入居者も大変喜んでおられました。 

本当にありがとうございました。 

沢田 昌久君 

○クラブのお役に立てられるように努力いたします。 

曽根 竜治君 

○本日はイニシエーションスピーチです。 

 三輪君、曽根君、よろしくお願いします。 

 濱島君、消毒用アルコールありがとうございました。 

 １年間お疲れ様でした。 

伊藤 鶴吉、森 弘好、倉知 正憲、川崎 良一、 

松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且、杉浦 賢二、 

片平 博己、猪子 明、長瀬 晴義、南村 朋幸、 

波多野 智章、富田 清孝、加藤 義晴、 

濱島 聡一朗、岩田 進市、近藤 道麿、早川 一三 

各君 

 

卓 話 

「イニシエーションスピーチ」 

三輪 慎一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は現在、株式会社ミワインテックという会社で金属

加工業を営んでおりますが、本日は会社の沿革につい

てお話をさせて頂きます。 

今から５７年前の昭和３８年に、父と父の弟がお金を

出し合い会社を創業し、翌年法人として三輪工業株式

会社を設立しました。当時はプレス加工の会社で、村田

機械さん等からお仕事を頂いておりました。プレス加工

は製品より一回り大きな専用の金型を作り、一か月に

何千個・何万個と加工するのが一般的で、量産品がメイ

ンの仕事でした。そして、会社創業の６年後の昭和４４

年に私が生まれ、２年後に弟、さらに１年後に妹が生ま

れ三人兄弟となります。 

会社は昭和５３年に板金加工という新しい加工分野

に挑戦します。板金加工というのは丸とか長角とか汎用

的は金型を組み合わせて鉄板から製品を打ち抜いてい

きます。そのため、色々な形状の製品や大きな製品を

作るのにも適しており、加工できる製品の種類が一気に
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増え、仕事も増えていきました。そして、昭和６１年には

株式会社ミワレーザーを設立し、レーザー加工も始めま

した。初期のころは機械の調子も悪く、父はよく徹夜で

仕事をしたという話を聞きました。更に平成３年にはプレ

スから板金加工へ完全に移行するのに伴い、新工場を

建設し、社名も株式会社ミワインテックと改めました。 

その後、平成８年に私が入社し１年間現場の仕事を

覚えた後、見積りや営業・品質管理などの仕事を行いな

がら、平成１１年には ISO９００２の認証を取得しました。 

そして平成１５年、私が３４歳の時に社長に就任しました。

父は「２３歳から４０年社長をやったので、もうそろそろ交

代しろ」と早めに交代してくれました。その頃は仕事が忙

しく人手不足だったこともあり、その年からベトナム人の

研修生を採用することになりました。不安な部分もあり

ましたが最初に入社した子が、本当に良く頑張ってくれ

非常に戦力になったので、その後毎年３人ずつ採用をし

ています。３年で帰国してしまいますが非常に貴重な戦

力になっていますし、いい刺激にもなっております。 

話は変わりますが、最後に私の趣味ですが、３０代の

頃はゴルフとかスキーとかよく行っていましたが、最近

はもっぱら夜飲みに行くぐらいです。是非、皆様とご一

緒できれば幸いです。あと接待を伴う飲食店も大好きで

す。以上、よろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

曽根 竜治君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職業（職場） JTB教育旅行名古屋支店 

① 職種  

旅行業としての業務の中で主に教育旅行に特化した

営業形態です。マーケットは大学、専門学校から幼稚園

まで幅広い年代課程において営業活動しております。 

※一部、一般企業法人、官公庁の取り扱いもあります。 

→最近の官公庁でのトピックスになる仕事として、コロ

ナ禍で政府からの国民給付金の委託業務があげられ

ます。 

 市役所等における業務の逼迫した様子を踏まえた、

受付→処理→給付手続きの一連作業を担務するビジネ

スです。この点から見る、弊社の多岐にわたる事業領

域を垣間見ていただくことができます。 

 

 

② 事業内容  

学校・・・修学旅行、語学研修（短期的な体験型から１年

期間での単位取得性プログラムまで）、キャリア教育 

（ＩＣＴ活用、アクティブラーニング等）、遠足、宿泊学習

等々 

※修学旅行では滝学園様もお手伝いさせていただいて

います「台湾」が全国的に「一番人気で、その次に東南

アジア、北アメリカ、オセアニアと続き、潜在的要望には

「ハワイ」が続きます。 

※キャリア教育では、昨年からＳＤＧs に関するワークシ

ョップのコンテンツが人気です。 

 一般法人・・職場旅行、視察旅行、研修旅行、インバ

ウンド、ＭＩＣＥ、スポーツビジネス等々 

※最近ではスポンサービジネスのオリンピックの延期が

打撃です。 

 

２ 経歴 

 最終学歴は法政大学を卒業し静岡支店に配属で営業

経験、その後は法人営業名古屋支店にて郵政マーケッ

トの営業、その後一宮支店を経て現職に至ります。 

 

３ 信条 

〇選択で迷ったときに立ち返るべきは「お客様視点」。

経営企画サイドの人間でなく、根っからの現場主義 

です。 

〇「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめて

やらねば、人は動かじ」 

役職者として、部下の成長が雰囲気向上、組織力向上

になると感じています。 

〇仕事は楽しく。 

 

４ その他プライベートにて 

年間映画鑑賞４０本、年間読書２０冊、年間ゴルフ 

１５ラウンド・・がいいリズムです。 

 

滝 祥夫君（原稿掲載） 

今回はどうしても外せない業務がある為に欠席をさせて

頂きます。申し訳有りません。 

 

生まれは兵庫県です。その後東京に親の仕事の関係で

小学校１年まで居りました。 その後小学校２年より名

古屋に戻り高校２年迄名古屋在住。ちょうど１８歳の時

にアメリカ、アイオワ州に留学。地元の高校を卒業して

大学へ。大学はニューヨーク州立のファッション インス

テチュート テクノロジーと言うファッション専門の学校を

卒業。（マンハッタンにあります） 

役１０年以上をアメリカにて過ごし、その後帰国。 

東京でデザイナーの山本寛斎氏の会社へ就職。役５年

を過ごしタキヒヨー株へ戻りました。主にブランドビジネ

スを展開する部署に配属になり役２０年程を東京で。主

にアンクライン、ダナキャラン等のブランドを手掛けてお

りました。 

その後名古屋本社に転勤。会長の指示で服と全く関係

の無い商売の構築を任され現在は生活関連開発室を

立ち上げております。 
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 主に銀座で６月に展開予定の路面店、品。（日本の若

い作家さんの作品等を主に展開） 

 又、輸入車の仕入れ販売を行なって居ります（ポルシ

ェ、フェラーリ等） 

 

この５末の株主総会にてタキヒヨーの役員を退任。顧問

へ。 

又来年度より滝学園の常任理事へ就任となります。 

今後とも宜しくお願いを致します。 

 

伊藤 かね子君（原稿掲載） 

昭和２８年１２月甚目寺町、現在のあま市生まれです。

実家の近所には甚目寺観音があり、小学校へは毎日

観音さまの中を通って登校していました。地元の萱津神

社は漬物の神社として知られています。 

短大を卒業して、トヨタの春日工場で１０年働いてい

ました。見合いで夫の文仁と出会い、布袋に嫁いで早３

５年になります。生まれたところよりももう長くなりました。

１０年前に主人が病気で他界し、社長業を引継ぎました。

主人が亡くなる半年前から息子が会社に入っており、現

在はほとんど任せています。あとは娘が１人おります。

娘は高校時代にロータリーの青少年交換留学生として

派遣していただき、その節は大変お世話になりました。 

江南ロータリークラブには、主人が２０年ほど前にお世

話になっており、この度、主人が当時よりお世話になっ

ておりました杉浦さんや堀尾さんのご紹介で、入会いた

しました。 

結婚後は当然のことながら、商売に関しても和菓子

に関しても素人でしたので、周りの方に教えていただき

ながら、なんとかやってこられました。主人は非常に頑

固で、昔かたぎの職人気質でしたので、さんきらという

商品が今でも皆さまに喜んで頂けているのは、職人人

生として名誉なことだったのかと思います。精力的に仕

事に邁進する一方で、主人の闘病生活は大変でした。

強気な主人が時に弱音を見せることもありました。隣で

見ているのが辛いときもありました。ですが最初の余命

宣告を大幅に上回り最後まで闘いぬいたと思います。 

私は平凡な性格で、大きな取り柄もありませんが、最

近はインスタグラムを始め、店やお菓子の写真、布袋の

様子などを載せています。母が昔ささやかな農業をして

いましたので、家庭菜園で野菜などを育てていましたが、

最近できていないのでやりたいなと思っています。和菓

子は自然や四季の行事をテーマにしたデザインが多い

ですが、改めて日常に彩りが添えられる存在でありたい

と感じます。 

実は先日骨折をしてしまい、入会したばかりなのにし

ばらく例会には参加できない状態になってしまいました。

ロータリーの活動を通し、会員の皆さまから色々な話を

伺い、人生の幅を広げたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

※卓話 YouTube動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

点 鐘                   会長  岩田 静夫君 

 

槌引継ぎ                    

会長 岩田 静夫君から次期会長 加藤 義晴君へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年を振り返って（原稿掲載）        

   クラブ奉仕委員会委員長 川崎 良一君 

 クラブ奉仕委員長を仰せつかって、早や一年が経とう

としています。岩田会長のもと、大役を与えられたもの

の、新型コロナウイルスの影響で後半の活動がほぼで

きず残念な思いです。 

インフォーマルディスカッションミーティング以外、クラ

ブの親睦や委員会メンバー間の連携ができませんでし

た。ホームページの見直しについては、暮石会報や広

報雑誌委員長のもと、立派になされ、大変満足していま

す。 

５５周年の他クラブへの訪問については、本年２月８

日から９日にかけて、熊本江南ロータリークラブの５０周

年記念式典に、総勢１５名で参加してまいりました。熊

本江南ロータリークラブのメンバーと親交を深め、行き

届いたおもてなしに感謝し、参加してよかったというの

が実感です。新型コロナウイルスの影響下、飛行機及

びバスによる三密状態での移動に緊張しながらも、無

事参加してくることができ、タイミング的にもう少し後の

日程であったら、これも実現が困難であったであろうと

思っています。台湾潮州ロータリークラブの５５周年記

念式典及び、ハワイでのＲＩ国際大会は中止となり、岩

田会長もさぞかし残念であったろうと思います。 

次年度よりクラブ奉仕委員会が無くなるということで

あります。最後のクラブ奉仕委員長となる訳で、自分の

中では、これも一つの大切な思い出となると感じており

ます。任命して戴いた岩田会長に感謝し、メンバーの皆

様方のご協力に厚く謝意を表します。 

一年間有難うございました。 

 

社会奉仕委員会委員長 尾関 憲市君 

「５５周年記念事業の御礼」 

昨年１２月１日に江南市民文化会館にてオペラシアター

こんにゃく座のタング観劇会と例会では会員多数の出

席を頂き厚く御礼申し上げます。 
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また「子どもと文化の森」「ふくらの家」の方々にご協力

もあり、チケット完売にいたりました。 

今回の観劇会は、主に園児・小学生を対象としチケッ

トも格安な価格で販売しました。 

叉、来場いただいた方々から不要になった文房具など

ご持参いただき、モンゴルとブルキナファソの子ども達

に届けました。 

これも思いがけない品数が集まり感激いたしました。 

少ない予算の中で、限られた活動しかできなかった事、

その活動を通じて子ども達を通じて世界とつながってい

ることを……            

ロータリー会員にはポスターやチラシ配布と会場設営・ 

お手伝いや撤収とご協力を改めて感謝申し上げます。 

 

国際奉仕委員会委員長 長瀬 晴義君 

 この一年、国際奉仕委員長を務めさせていただきあり

がとうございました。 

 ８月１８日（日）すいとぴあ江南にて開催された江南市

国際交流フェスティバルへ参加し、ロータリーのアピー

ル及びポリオ根絶募金を行わさせていただきました。 

 １０月１２日（土）第７回ワールドフード+ふれ愛フェスタ

への参加は残念なことに台風の為中止となり参加する

ことが出来ませんでした。 

 １２月１日（日）創立５５周年記念事業「タング」観劇時

に、モンゴル、ブルキナファソへ送る文房具回収、配送

支援活動及びポリオ根絶募金の担当をさせていただき、

地区国際奉仕委員会からの依頼に依る、クラブ単独国

際奉仕活動の報告書とし提出させていただきました。 

１月３０日の例会クラブフォーラムには、江南市国際

交流協会 ふくらの家 様をお招きし「外国人と共にす

る支援について」と題し卓話をしていただきました。 

 ４月潮州ＲＣ創立５５周年及び６月 RI国際大会：ホノ

ルルへの参加はメンバーの皆様に参加のお願いをした

にも関わらず、新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響で、残念なことに参加することが出来ませんでし

た。 

 一年間至らない委員長でありましたが、皆様にはご

協力賜りましたことを感謝しております。 

ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員会委員長 富田 清孝君 

 本年度、職業奉仕の委員長をやらさせて頂きました富

田です。 

活動としましては事業所訪問で昨年１１月に NHK を見

学したのみです、当初江南市内に有ります森永乳工業

を見学する予定でしたが１１月は学校の社会見学が優

先的に入るため予約を取ることができず、変更を余儀な

くされました。それでNHKの見学になりました、事前にも

っと調べておくべきだったと反省しております。 

 例年、職業奉仕の活動としては職場訪問のみですが、

他のロータリークラブでは月に一度くらいクラブ員の事

業所のよく働いた従業員を表彰するというような活動も

行われているようです、江南ロータリークラブでも何かも

う少しすべきだったとこれも反省しています。でもいろい

ろご協力をいただきありがとうございました。 

会長 岩田 静夫君 

毎月の理事会において貴重な意見を賜った理事役員

の皆様、委員会それぞれの事業を滞りなく進めて頂い

た委員長・副委員長の皆様、そして何より毎回の例会

に足を運んで頂きました会員の皆様、ありがとうござい

ました。高い席からではありますが、心より御礼申し上

げます。超軽量級の会長ではありましたが、皆様に支え

て頂いて何とか会長職を最低限務めることが出来まし

た。 

「少しでも前へ ―みんなで共に成長するために― 」を

スローガンに一年を過ごして参りましたが、皆様にはお

気づきはありましたでしょうか？ 

新型コロナウイルスやコロナ禍の影響で、下半期に

おいては大幅な活動の縮小を余儀なくされました。残念

で仕方ありません。しかし個人的にはたくさん勉強させ

て頂いたと思っています。この経験を、今度のロータリ

ーライフに活かせたらと思います。 

日本中の人びとや世界中の人々がコロナウイルスで

非常に大変な思いをしています。そんな中で「ロータリ

ー活動」ができる喜びがある。一年間は長いようで短い

期間ではありましたが、身に余る大役を何とか無事終

了できた事を大変光栄に思い、重ねて申し上げますが

お力添えを頂きました会員の方々に深く感謝申し上げ

ます。 

今後共、ロータリーの発展と、皆々さまのご活躍を祈

念してやみません。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

副会長 沢田 昌久君 

 昨年の７月の挨拶時に、岩田会長を副会長としてしっ

かりとフォローさせていただくとご挨拶をさせていただき

ました。 

しかし、岩田会長にはしっかりとした中村幹事がよりそ

い、フットワークの良い尾関副幹事が幹事を支え、ほと

んど私がお手伝いすることはありませんでした。かえっ

て色々と体調を気遣って頂き、本当にありがたかったで

す。 

 岩田年度を前期と後期と二分すれば、前期は補助金

事業としてのタングの公演があり、我々の思いやロータ

リーの精神を岩田会長はしっかりと伝えて頂けたのかな

と思います。 

 そして、年忘れ家族会も、明石家さんまさんの物まね

や郷ひろみさんの物まねをされた『ほいけんた』さんのト

ークショーは、さすが芸人と呼べる域で、楽しい食事会

となりました。 

 私も、すでに２０年近くロータリーのお世話になってお

りますが、毎年この年忘れ家族会を楽しく出させて頂い

ています。親睦委員長のお骨折りで毎回努力の賜と言

っていいほど嗜好をこらした演目はすばらしく、今までつ

まらなかったという家族会は思い当たりません。 

 そして江南クラブも後期に入ったころ、武漢ではコロナ

ウイルスにより大変な騒ぎになってきていました。しかし、

日本国内では外国の話のように扱われていましたが、

春節で中国人の観光客が去った後とダイヤモンド・プリ

ンセス号の停泊によって、日本中を新型コロナウイルス
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が恐怖に陥れました。そんな中、九州の熊本江南クラブ

を訪問できたのは本当に良かったと思いますし、岩田年

度での私の最高の良き思い出の一つになりました。 

 というのも、昨年の秋のWFFが台風の影響で中止とな

り、またハワイでの世界大会も新型コロナの惨禍で中止

となるなど、全国・世界レベルの会議が軒並み中止とな

る大変な伊藤ガバナー年度となってしまったからです。 

 今年度は江南クラブから伊藤ガバナーを輩出すること

ができたすばらしい年度でもあり、多くの江南クラブ会

員がこぞって応援していた矢先の出来事で伊藤ガバナ

ーも我々以上に悔しい気持ちと伊藤ガバナーが目指し

たであろう世界大会までのモチベーションも不完全な心

境で満ち満ちていることと察します。幸い地区大会は成

功裏に終わり、伊藤ガバナーのすばらしいスピーチと演

出は江南クラブとしての誇りであり、この先も語り継が

れるものと思います。 

 とりもなおさず後半は大変な年度ではありましたが、

たいしたお役にも立てず岩田会長・中村幹事には感謝

の言葉しか見当たらないのが私の感想です。 

 岩田年度を応援して頂いた皆さんへのお礼と共に、一

年間本当にありがとうございました。唯一悔いるのは、

会長代理として副会長挨拶ができなかったことですか

ね（笑） 

 

幹事 中村 耕司君 

今年の江南ロータリークラブ活動としての本音は、「新

型コロナウイルスが憎い！」です。伊藤ガバナーの地区

活動がひと段落した後は、会員の皆さんに「江南ロータ

リークラブに所属して良かったなぁ～！！」と感じて頂け

るように各種のイベントを企画していましたが、ことごとく

取り消しになり不完全燃焼を感じています。 

 江南ロータリークラブ創立５５周年という節目の年で予

算は確保しているにも関わらず行事ができないことは無

念でした。 

 でも、１２月１日の創立５５周年記念事業「タング観劇

会」は皆さんのご協力のもと、盛大に開催できた事は、

大変嬉しく感じています。 

年度初めにお話し致しました様に、江南ロータリークラ

ブで一番の人気者の岩田会長と夫婦（？）になり、女房

役の幹事としては、岩田会長には岩田節を貫いていた

だけるよう、明るく楽しいロータリークラブにしていくこと

が私の責務だと思っていましたが、会員の皆さんの評

価をいかがだったでしょうか？ 

  年度初めの決意として「お褒めや好評価は岩田会長

へ、不満やお叱りは中村幹事へ。」を掲げスタート致し

ましたが、実際は、お褒めや不満・お叱りはほぼ全て岩

田会長へ直接連絡が入ることが多く、会長の女房役とし

ては失格であったと反省しております。これは、結局は

執行部への苦情は、話しやすい者へ入るということだと

実感しました。 

 岩田会長が人気者であることの裏付けなのかもしれ

ない・・・・と、 

 

岩田会長、不甲斐なくてすみませんでした。 

 また、対外的にはどこに出かけても岩田会長はご自

身の立ち位置がブレない方で、初対面の方でも数分で

打ち解け、冗談交じりの楽しい会話を展開されます。 

この様な素晴らしい岩田会長の元で幹事職を務めるこ

とができ、私にはマネできない領域も多数ございました

が、いつも勉強させていただきました。幹事を任命して

頂いた岩田静夫さんに感謝申し上げます。 

沢田副会長、尾関副幹事、古田会計にはことあるごと

に、相談申し上げ適切なアドバイスを頂き、大きくブレる

ことなく事業を終えることが出来ました。大変お世話に

なり、有難うございました。 

その他、理事・役員をはじめ各委員長、会員の皆様の

お支えの元、何とか幹事職を終えることができました。 

感謝申し上げます。 

最後になりますが、今後、江南ロータリークラブの会員

から新型コロナウイルス感染者が出ないことを切に願

い、ご挨拶とさせて頂きます。 

あまり文章が長いと、読んでいただけないので手短にし

ます。 

本当にお世話になりました。 

 

副幹事 尾関 育良君 

 本年度副幹事を務めさせていただきました尾関育良

です。一年間皆様には大変お世話になりました。 

 また、執行部の皆様には、理事会を度々欠席する等、

大変ご迷惑をおかけしましたことをまずお詫び申し上げ

ます。 

副幹事は幹事をサポートするのが役割である為、中

村幹事の手足となって汗を流そうと思ってはいたのです

が、中村幹事の円滑な処理により、私の出番はあまり

なく、ただ見て学ぶだけ、というような状況でした。 

 本年度は、伊藤ガバナー年度ということで、地区へ出

向される会員が多く、会員皆様が大変な状況でしたが、

そのような状況だからこそ、「ホームクラブ」である江南

ロータリークラブの集まりでは、少しでも会員の皆様にく

つろいでいただけるような雰囲気にしたい、という会長・

幹事の思いを目の当たりにし、感銘を受けました。 

 しかし、その思いの表れでもある、自クラブ１００％出

席を執行部の中で唯一達成できなかった点も非常に申

し訳なく思っています。 

今年一年で一番心に残っているのは、１２月１日の５

５周年記念事業のタング観劇会です。この事業により、

子ども達が奉仕活動に興味をもってもらうきっかけにな

ったことを願っております。 

また、この記念事業が、意義ある奉仕賞を受賞できるこ

とを願っております。 

 理事経験もそれほどない中、本年度執行部に入り、初

めてクラブ定款や細則等について真剣に学び、貴重な

経験を積むことができました。 

 ＷＦＦ、親睦家族旅行、創立５５周年記念式典、ハワイ

の国際大会等が中止になり、軒並み大きな行事を副幹

事として経験することができず残念な点も多々ありまし

たが、歴史・記憶に残る一年の副幹事を務めたというこ

とは、忘れられない思い出になりました。 

一年間本当にお世話になりました。 
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ロータリーの友への掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の社会奉仕事業に続き、今年度も昨年１２月に

行われました創立５５周年記念事業の記事が掲載され

ました。詳細はロータリーの友６月号をご覧ください。 

また、記事の掲載に際しまして、古田嘉且さんにご助言、

お力添えをいただきました。ありがとうございました。 

 

ふくらの家 佐野様からのお手紙と写真 

江南ロータリークラブ様 

いつもお世話になっております。 

ブルキナファソにある支援施設からブルキナファソの小

学校に荷物がついに届いたそうです。 

先方より写真が届きましたので送らせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

ふくらの家    佐野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュートンのりんごの木 

 

今年初めてりんごの実が一つ 

確認できました。 

ぜひ一度、実物をご確認しに 

足を運んでみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立５５周年記念例会におけるビデオレター 

・一宮 RC理事長 則竹伸也会長よりの祝辞 

・名誉会員 安藤正英君よりの近況報告 

・在籍４０年表彰 稲波八良君 （代理） 

・在籍３５年表彰 岩田俊久君 

以上、例会にて上映いたしました。 
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江南厚生病院へのフェイスシールド寄贈 

創立５５周年記念事業の一環としまして JA 愛知厚生連 

江南厚生病院に地区で立ち上げられました「フェイスシ

ールド・プロジェクト」を活用し、フェイスシールド２０００

個を病院長の河野彰夫様に寄贈してまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江南ナイトを開催しました 

６月２６日にラ・カーサにて江南ナイトが行われました。 
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ガバナーズクラブバナー（ガバナー旗）引継式 

６月３０日ガバナー事務所において出席者としてガバナ

ー、ガバナーエレクト、地区幹事、次期地区幹事、２０１

９-２０年度ガバナー輩出クラブ会長・幹事、２０２０-２１

年度ガバナー輩出クラブ会長・幹事立会いの下、厳粛

に行われました。 

 
 

 
会報・広報雑誌委員長挨拶         暮石 哲真君 

会報・広報雑誌委員会のメンバーの皆様お疲れ様で

した。遅れることなく１年間無事会報を発行することがで

き、心より感謝したします。 

今年は、伊藤ガバナー輩出年度であり、創立５５周年

ということもあり、会報も忙しくなる予定でしたが、後半

は新型コロナウイルスの影響で発行もままならぬように

なりました。今後の会報の在り方もいろいろ考えなけれ

ばいけないものとなったような後半の会報となりました。 

私は、今年度で退会させて頂くことになりましたが、ロー

タリーＯＢとして今後の人生において役立てていく学び

の機会を得たと思っています。また、どこかで会っても

「やぁ」といって声をかけて頂けると嬉しいです。 

今後の皆様方のご活躍を影ながらお祈りしています。

また、次年度早川委員長はじめ委員会の皆様、会報の

発行宜しくお願いします。 

一年間本当にありがとうございました。 

 

地区だよりご協力のお礼 

本年度は地区の活動報告や、写真など多数の情報を

お寄せいただきましてありがとうございました。 

(担当 濱島 聡一朗) 


