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２０２１年 （ 令 和 ３ 年 ） １ ２ 月 ９ 日 (木 ) 晴 れ 第 ２ ７ １ ７ 回 （ 当 年 度 第 １ ３ 回 ） 例会  
 
            

点 鐘                 会長  長瀬 晴義君 

司 会                 ＳＡＡ  堀尾 庄一君 

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               川崎 良一君 

－ 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 

 

会長挨拶 

 
                      会長 長瀬 晴義君 

まだまだ続いておりますコロナ過の中、コロナの影響で

本年度は５回の例会が中止となりましたが、前期プログ

ラムも本日と、１８日の年忘れ家族会のみとなりました。 

中止の例会には、ガバナー補佐訪問、ボウリング例会、

愛知 REC との合同例会などが有り大変残念でならない

思いでしたが、１０月２１日のガバナー公式訪問では沓

名ガバナーより、１１月４日の東尾張分区会長・幹事会

では梅村ガバナー補佐より、直接こうして顔を合わせて

開催できることほど嬉しいことはない、ホストクラブに感

謝しますという同じ労いのお言葉をいただきました。 

クラブの例会は最も重要なロータリー活動であって「楽

しみながら修練を積む」場であると教えていただいたこ

とを思い出しました。 

後期は、第６波が来ず全ての例会が行えることを祈る

ばかりです。 

本日の例会は年次総会となっております。 

江南ロータリークラブ細則第５条・第１節に本クラブの年

次総会は、原則として毎年１２月第２例会に開催すると

なっております。 

また、この年次総会において会長ノミニー、次年度役員

および次年度理事の承認を行わなければならないとな

っております。 

いよいよ次年度、冨永年度が動き出し、自分としてもも

うすぐそこに折り返し点が見えてきました。 

冨永年度にスムーズにバトンを渡すことを考えながら後

期も頑張りますのでよろしくお願い致します。 

また本日の年次総会もよろしくお願い致します。 

 

ロータリー財団表彰 

 
ポール・ハリスフェロー 

熊澤 治夫君 
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幹事報告   -別紙-        幹事  永田 広光君 

 

出席報告               委員  佐藤 弘夫君 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

４７名 ３１名 １６名 ７５．６１％ 

 

ニコボックス               委員  佐藤 弘夫君          

○本日は次年度総会です。皆様慎重審議のほどよろし

くお願い致します。 

長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗 

各君 

○本日はのっぴきならない「ライブ」があり、どうしても総

会出席がままなりません。申し訳ございません。 

南村 朋幸君 

○発表させていただきます。よろしくお願いします。 

岩田 進市君 

○本日は年次総会です。 よろしくお願い致します。 

倉知 正憲、尾関 憲市、熊澤 治夫、松岡 一成、 

古田 嘉且、冨永 典夫、岩田 静夫、中村 耕司 

各君 

 

年次総会 

「第１号議案 次々年度会長候補承認の件」 

 
議長 長瀬 晴義君 

 

 
会長エレクト 富田 清孝君 

 

次年度会長エレクトにして頂きました、大変貴重な機

会を頂きありがとうございます。 

いつも思いますがロータリーのような組織では最も大

事な物は会員一人一人の協力です、 

すこしでも多くの協力がえられるように努力していき

たいと思います。 

 また私自身人間として少しでも前に進んでいけるよう

な機会にしたいと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

 

「第２号議案 次年度理事および役員承認の件」 

 
               次年度会長 冨永 典夫君 

 

次年度、江南ロータリークラブの会長を務めさせて頂

きます冨永典夫です。只今は、次年度役員、理事を承

認頂きまして、誠にありがとうございました。 

岩田年度から続く新型コロナ感染症の影響でそれぞ

れの年度の会長さんのご苦労は如何ばかりかと察し致

しております。まだまだ世界的に猛威を振るっており次

年度もどうなっているか予測出来ませんがロータリ－

は前進していかなくてはなりません。これまで先輩の皆

様が築いてきた歴史と伝統を大切に、更なる発展を遂

げるよう努力してまいります。 

私事ではありますが、１９９７年に入会させていただ

き、もうすぐ２５年になろうとしております。この間、大変

多くの出会いがあり奉仕活動を通じて得られた感動や

皆様との友情は私の宝物です。「入りて学び、出でて奉

仕せよ」ではないのですが、積極的に活動に参加したり

する事が会員同士のつながりや地域の人々との交流

により地域の活性化につながります。 

今回、副会長には伊藤ガバナーの時に地区幹事で

ありました南村君にお願いし地区での経験を生かして

いただこうと思っております。幹事には、私が地区副幹

事の時にスタッフとして助けていただいた岩田進市君、

副幹事には、経験は浅いが真面目に取り組んでおられ

る駒田君と私の四人でクラブの運営に当たらせて頂き

ますが承認いただきました役員・理事は経験豊富な方

々であり世の中の変化とともにロータリ－も変革のなか

にありますが皆でロータリ－の目的を意識しつつ活動

して参ります。変化を受け入れ何事に対しても興味を

持ち意義のある奉仕活動に結び付け地域との交流の
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輪を広げ仲間意識を高める機会を大切に地域社会に

貢献して行きたいと思います。 

次年度は益々会員の皆様のお力をお借りすることと

なります、どうかよろしくお願い致します。 

 

 
次年度副会長 南村 朋幸君代読幹事 永田 広光君 

 

皆様、こんにちは。まずは、このような大切な日にも

関わらず「のっぴきならないライブ」の為、欠席になりま

したこと大変心苦しく衷心よりお詫び申し上げます。 

おそらく冨永エレクトの事なので恙無く総会にてご承

認を受けられたことと思いますが、大どんでん返しも無く

不肖のワタクシも冨永年度の副会長としてご承認いた

だいたという“前提”で原稿をお作りさせて頂きましたの

で、もし大どんでん返しが起こり、ワタクシが否認という

ことになっておりますれば、とても恥ずかしいのでこれ以

降は読み上げないで頂きたいと存じます。 

改めまして、次年度冨永会長のもと副会長を務めさ

せて頂くことになりました「南村朋幸」です。私の認識で

は副会長とは、会長が例会や行事を休まれた時のご挨

拶代理人だと思っています。 

その為、蓋を開けたら会長も副会長も不在、という事

が無いよう冨永会長と連絡を密に取りながらその名に

恥じぬよう務めてまいりたいと思っています。 

まだまだ浅学非才なワタクシではありますが、冨永会

長を“漢”にするため粉骨砕身頑張っていく所存でござ

いますので、皆様には“叱咤叱咤”でご指導賜りますよ

うお願い申し上げまして、御礼のご挨拶と代えさえて頂

きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
次年度幹事 岩田 進市君 

 

この度次年度幹事を仰せつかりました岩田進市です

先日の理事会の議案で次年度幹事予定者理事会出席

の件で審議されました。「アァツ、これって俺のことだ！」

と思い、いよいよ始まるのだと思いました。本日の総会

で承認され、先程の冨永会長予定者の挨拶を聞き、ま

すます実感する次第であります。当面は、一人二役を

こなすのかなと、思っています。私の体の半分は長瀬

本年度会長に仕え、もう半分は次年度の冨永会長に仕

える時期なのかな。ちなみに、長瀬年度の来る１月２７

日（木）の例会には奉仕プロジェクト職業奉仕委員会と

して職場見学を開催します。本会所でセレモニーと食

事をすませてバスに乗って東海理化さんに向かいます。

コロナ渦の中、検温とか、消毒とか注意を払い行いま

すので。よろしくお願いします。２時間ほどお付き合い

願いたく存じます。 

幹事の職務について。私の好きな言葉に、「守破離」

があります。これは、布袋中学校の剣道部の応援団旗

としても使われている言葉で修行における段階を示す

ものとありました。「守」は師の教えを忠実に守り、「破」

は他の師についても良いところを取り入れ、「離」は流

派を離れ独自の新しいものを確立させる段階だとか。

歴代幹事を見てみますと、岩田会長の時の鉄腕アトム

のような中村耕司君、加藤会長の時のお釈迦の再来

のような近藤道麿君、また、地区で鍛え挙げられ明治

維新の獅子のような永田広光君と三方ともすばらしい

方です。 

先ずは永田広光君を師と仰ぎ幹事としての所作をコ

ツコツと磨いていきたいと思っています。役員の皆さん、

会員の皆さんには何かとお世話になります。よろしくお

願いします。 
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次年度副幹事 駒田 洋平君 

 

次年度副幹事を拝命しました駒田です。 

冨永さんから副幹事を受けてほしいと言われたので

すが、副幹事のお仕事がわからないので、確認したと

ころ「幹事をサポートする役」と教えて頂きました。 

幹事は本当に重要な役割と認識しております。 

幹事の代役を私が務めなければいけないという事で

すので、この一年間は岩田幹事に健康で居て頂きたい

です。 

また、委員長やってない私が執行部をやっても大丈

夫かなと思い、なぜ私なんですか？と確認したら「順番

が回ってきたから」と教えて頂きました。 

私は２０１８年に入会、３年ちょっとですが、２年は新

型コロナの影響で休会や自粛をしておりましたのでこ

の一年は役をやりながらロータリーについて学んでい

かなければならないと感じております。 

新型コロナは今落ち着いていますが、また増えたり

減ったりしてくると思うので、この時代に合ったそして世

の中のためになるロータリーを作っていきたいと考えて

おります。 

次年度冨永会長から真面目だと言われたで仕事で

休むことも多々あるかと思いますが役を務めて参りま

す。一年間皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

点 鐘                  会長 長瀬 晴義君 

 

本日の食事 

 
 

退 会 

 
 

安藤喜代司君大変お世話になりました。 

お疲れさまでした。そして有難うございました！ 

 

写真等がございましたら広報までお知らせください 

（担当 駒田 洋平） 


