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２０２０年（令和２年） １２月 10 日  (木 ) 曇り 第２６９３回（当年度第 14 回）例会  
 

            
 

点 鐘                    加藤 義晴君 

司 会             ＳＡＡ    倉知 正憲君 

ロータリーソング斉唱      「それでこそロータリー」 

四つのテスト唱和             波多野 智章君 

－ 言行はそれに照らしてから － 

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   

なし 

               

 

会長挨拶                     会長 加藤 義晴君 

 

                     

今年もあと３週間程となりました。高屋町にあります

永正寺の掲示板に今年の漢字として「禍」の１文字が書

かれています。ロータリークラブの活動も制約を受けて

おりますが、「ロータリーの友」１１月号、１２月号に掲載

されていましたが、日本の各クラブはそれぞれ独自の

知恵を出してそのクラブに合った取り組みをして活動を

維持しておられます。当クラブもこの半年間で、５５周年

記念例会など３回の例会中止や年忘れ家族会の取消

変更などはありますが、皆さんのお力添えでこのように

例会を開催させていただく事ができました。 

新型コロナウイルスの感染第三波が脅威です。感染

情報がだんだんわが身に迫ってきているように感じてい

ます。しかし、欧米ではワクチン接種が始まりました。ワ

クチンを接種することの恐怖もありますが、収束に向か

っているんだと祈りの気持ちでいます。 

こんな時ですが、先日何気なく思い浮かんだ言葉が

あります。少し古い話ですが、スティーブ・ジョブ氏が２０

０５年６月スタンフォード大学の卒業式で「Stay Hungry, 

Stay Foolish」という言葉を卒業生に贈ったそうです。直

訳すれば「ひもじくあれ、愚かであれ」ですが、その心は

学生たちに「明日に向かっていく生き様」を伝えたのだと

言われています。「どうなるか分からない未来に不安を

抱いたり、損得でその場を生きるのではなく、今できるこ

とを精一杯やる、やりたいことに挑戦して未来を開いて

みろ」というメッセージだそうです。私なりに解釈すると

「何事にも貪欲に生きろ」ということでしょう。老いてもこ

の心は持ち続けなければと思い直した次第です。 

今日は年次総会です。皆さんと顔を合わせて行う例

会は今日が今年最後になりました。くれぐれもご自愛い

ただき、新しい良い年を迎えましょう！ 

今日もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告   -別紙-        幹事  近藤 道麿君 

 

 

 

出席報告               委員  岩田 進市君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ２９名  １６名 ７６．３２％ 
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ニコボックス               委員  岩田 進市君 

○江南ＲＣマスターズ会に招待をいただき、また優勝

させていただきありがとうございました。 

篠田 廣（津島ＲＣ）様 

○本日総会よろしくお願い申し上げます。 

加藤 義晴、富田 清孝、近藤 道麿、杦本 哲一、各

君 

○クーポンでお米をどうぞ！お誕生日６７才になりまし

た。お祝いありがとうございます。 

堀尾 庄一君 

○本日の年次総会、皆様には大変お世話になります。

よろしくお願い致します。  

              長瀬 晴義君  

○本日皆様にクーポンとカタログギフトをお配りさせて

いただきます。本年度の親睦事業としてぜひお楽しみ

下さい。 

濱島 聡一朗君                      

○クーポンの件でお世話になりました。誕生日のお祝い

ありがとうございます。               

伊藤かね子君                  

○本日は年次総会です。宜しくお願いします。 

古田 嘉且、杉浦 賢二、沢田 昌久、片平 博己、   

岩田 静夫、中村 耕司、木本 寛、岩田 進市、各君 

   

卓 話 

「年次総会」 

司会進行 幹事  近藤 道麿君 

 
 

座長 会長 加藤 義晴君 

 

 

「次年度役員挨拶」 

２０２１－２２年度 会長エレクト 冨永 典夫君 

 
次年度、会長エレクトという大役を仰せつかりました

冨永です。クラブの諸先輩方や皆様方とお付き合いを

させて頂き２３年が経ちました。今も大変楽しく過ごさ

せて頂いております。会長エレクトになるということは

皆様にお返しをせよということかと思います。 

昨年は地区副幹事として、多くの経験をさせて頂き

ました。しかしながら勉強不足のため、未だにロータリ

ーとはと聞かれると即答できない自分がおります。 

世の中は今変化しています。ロータリーも変化して

います。クラブもその変化についてゆかなければなり

ません。 

 これからの一年半、加藤現会長、次年度長瀬会長

の後ろ姿を見ながら勉強し、クラブの発展に寄与でき

たらと思います。次年度、次々年度とお世話になりま

すが、よろしくお願いします。 

 

２０２１－２２年度 会長 長瀬 晴義君 

 

次年度会長を務めさせていただきます長瀬です。 

先ほどは、次年度役員・理事の御承認をいただきま

したこと、誠にありがとうございました。 

次年度は加藤会長が変えられた体制を引き継ぎ、

今年度と同じ体制で運営させていただきます。 

会長を仰せつかりましたが、ロータリーに関しては、

まだまだわからないことが多々ありますが、次年度の

副会長にはロータリーに関しては隅々までわかってみ

える猪子明さんを、幹事には昨年、地区の事務局長を

務めた確り者で根回しが利く永田広光さんを、そして

副幹事には若く活動的で、物事に関し真面目に取り組

む濱島聡一朗さんであります。この４人でクラブの運営
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の執行に当たらせていただきます。他の役職を務めて

いただきます役員、理事の皆様にもご協力を賜り、ま

た、会員の皆様にも御理解、御協力を賜りクラブの運

営に当たらせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

クラブの活動に関しましては、まだまだ続いておりま

すコロナ禍で、どの様な方向性になっていくのかは分

かりませんが、６０周年に向けてクラブがひとつに纏る

為には、やはり会員間の親睦が一番大切ではないか

と考えております。また、メインの事業に関しましては、

まだ企画ができておりませんが早急に検討し決定した

いと考えております。 

会員の皆様には今後とも御理解、御協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げまして挨拶とさせていただ

きます。 

 

２０２１－２２年度 副会長 猪子 明君 

 
この度次年度副会長を仰せつかりました猪子明です。

選任いただいてから言うのも何ですが、自己紹介させて

いただきます。私は、大塚会長年度の第一例会で入会

式をしていただいたので今年で１５年目になります。執

行部の経験は、森弘好会長年度に副幹事、川崎良一

会長年度に幹事を務めさせていただき、理事兼務の

SAA、R 情報、青少年、会員増強の委員長と会報・広報

委員長を二回と出席・ニコボックス委員長をさせていた

だきました。在籍１４年半でロータリークラブについて理

解できたことは、ロータリークラブで行われているすべて

のことは、全て理事会で決定されますが、その案件の

ほとんどが執行部からの提案であるということです。で

すから、執行部の一員である副会長という任務は重い

と感じています。ちなみに、江南ロータリークラブの細則

第四条役員の任務第四節「副会長は会長不在の場合

に本クラブの会合および理事会の会合において議長を

務め、その他通常のその職に付随する任務を行うもの

とする。」とあります。つまり、会長の不在があると副会

長の職務と責任が計り知れなく大きくなるのです。そこ

で、四年前、まさしく今日のこの時間に私が幹事予定者、

長瀬さんが副幹事予定者として挨拶がありました。長瀬

さんは、私に対して一年間、例会や理事会の会合に休

むことなく頑張ってほしい旨のメッセージをいただきまし

た。 

今回は、立場が逆転してしまいました。是非、今日か

ら約一年半の期間、コロナ・インフルエンザに注意し健

康に留意していただき、ロータリー事業に欠けることなく

頑張っていただきたいと思います。私は、サポートとして

万全としてまいります。 

また、永田幹事予定者は、昨年度の地区事務長をみ

ごとに務められ、実績十分でありますが、特に発信力に

優れていると感じていまして、幹事職は適任と思います。

さらに、濱島副幹事予定者は、若い感覚で任務以上の

ことをできてしまう発想力が魅力です。両幹事職は盤石

ですから頼もしい限りです。 

改めて申しますが、私は、サポートとして万全としてま

いります。よろしくお願いいたします。 

 

２０２１－２２年度 幹事 永田 広光君 

 
まずは、年次総会を所用にて欠席いたしました事を

お詫び申し上げます。 

次年度長瀬会長のもと幹事を務めさせていただきま

す。入会させていただいてから７年が過ぎましたが、ま

だまだロータリーの事を熟知しているわけではありませ

ん。未熟者ではございますが、先輩諸兄にご指導いた

だきながら役を全うしたいと考えております。長瀬会長

の想いを形にするのが私の役目でもあると思いますの

で、しっかりとコミュニケーションを図り物事を進めて参り

ます。私が言うのもなんですが、次年度もまだまだコロ

ナの影響が残る年度になろうかと思います。状況判断

をしっかりと行い「クラブの為」にを念頭に置き邁進して

参りますので何卒皆様のご協力をお願い致しまして、簡

単ではございますが私からの挨拶とさせていただきます。

次年度よろしくお願い致します。 （代読：近藤 道麿君） 

 

２０２１－２２年度 副幹事 濱島 聡一朗君 
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次年度副幹事を仰せつかりました濱島聡一朗です。 

２０１５年の創立５０周年の年に入会をさせていただき、

早いもので５年目になりますが、まだまだクラブに対して

の貢献も十分にできていない中でのお話でしたので、責

務を全うできるのか甚だ不安が大きいのですが、次期

会長の長瀬さん、次期副会長の猪子さん、次期幹事の

永田さんという、本当に頼りになる諸先輩方に頑張って

ついていきたいと思います。何卒よろしくお願い致しま

す。 

私自身、この一年を振り返りますと、春先から騒がれ

始めた新型コロナ感染症の影響で、あらゆる面で例年

とは違った対応を求められる一年になりました。そして

今現在も第三波の収束の目途が立たない中で今後の

仕事も様々な事業や活動も、非常に見通しが難しい状

況が続いております。 

しかしながら、それ故に新たに発見できたり工夫を凝

らしたりする機会にも恵まれ、今年のテーマで言うところ

の「新しい機会の扉を開く」良いきっかけにもなった事も

多々あります。Zoom を使った会議の開催、対面での人

との接触をいかにするかなどもそうですが、日々の仕事

においてもコロナが騒がれるまではルーティーンでしか

考えていなかった衛生管理を今一度根底から見直すこ

ともできました。 

ロータリークラブは自身の業界の繋がりや人脈だけ

では発見できなかった様々なアイデアや、物の見方を

教えて下さる今の私にとっての新たな学校の様に感じ

ることが年々増えてきていますので、次年度の活動も私

自身にも会員の皆様にも、そして地域の皆様のために

もなることが実現できればと思っています。 

本年度も残り半年になりましたが、現執行部の皆様

の活動をよく観察し勉強させていただき、次年度の活動

の際のヒントになることを一つでも多く吸収できるように

毎回の例会も、様々な活動にも取り組んでいきたいと思

いますので、ご指導の程よろしくお願い致します。 

 

点 鐘                 会長 加藤 義晴君 

 

米山奨学生 カリモフ・ムスリムジョン君歓迎会が開催さ

れました。 

カリモフ・ムスリムジョン君頑張って下さい！ 

 

 

写真等がございましたら広報までお知らせ下さい 

(担当 早川 一三) 


