
       
野村年度最終例会

   魚庄別館 ２Ｆ

点鐘     18:30

会長    野村 均

幹事    齋藤清和

司会 会場監督 武藤倫雄

✿第一部：例会

✰本日のビジター

第７Ｇガバナー補佐

      八鍬伸一様

米山記念奨学生

ヌル シャリザ様
✰タスキの引継ぎ

✿第二部：懇親会

司会 親睦活動委員長

       舟山清志

お客様   黒木みづほ様

      関根様

乾杯 パスト会長 田原春夫

            皆さん,こんばんは。

まず最初に 1年間大変お世話になりあり

がとうございました。

クラブ活性化のために「ロータリーは世

界をつなぐ」を念頭に活動してきました

が、運営上何もわからずに始まり各委員長

さんには色々とご迷惑おかけしたと思いま

す。

寄付金では米山、ロータリー財団（年次基金・ベネファクター・

ポリオプラス）に多くの方にご協力戴き、１００％の達成が出来ま

した。本当にありがとうございました。

１０月の世界ポリオデー、１１月には岩槻ＲＣ＆蓮田ＲＣ共催の

少年サッカー大会を埼玉スタジアムで開催し大変盛り上がりまし

た。雅楽谷の森フェスティバルはローターアクト、インターアクト

の協力により大成功で終わりました。翌年 1 月には清掃活動、2 月

は蓮田市内中学校野球大会が開催されました。

社会奉仕、国際奉仕活動も活発に行われ、その中でタイ・チエン

マイとの絆も深まりました。

この年度で一番残念なのは、大先輩の鯨岡さんがお亡くなりにな

られたことでした。本当に残念でした。

振り返ってみますと、私の不注意で年末にアキレス腱が断裂した

ため、1 月からの行事ではまさに足を引っ張り、皆様にご迷惑をお

かけしたこと、また新型コロナ感染拡大による想像もつかない状況

の中で色々あり多難な年度でした。

会員の皆様と女房役の齋藤幹事、そして何より今年度で残念なが

ら退職されることになります事務局の堀切さんの支えがあったおか

げで何とか次年度につなぐことが出来ます。

ご協力ありがとうございました。
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昨年 7 月の第一例会から今回の最終例会まで、会員の皆様には大変お世話にな

りました。

慣れない事ばかりで大変な 1 年でしたが、体験機会の少ないものが多く、貴重

な経験をさせていただきました。特に年度後半は新型コロナウィルスの影響によ

り、多くの行事や例会まで中止となるなど、クラブの活動範囲にも制限がかかり

運営も右往左往する中、LINE や zoom を使った会議や例会を開催したり試行錯

誤の連続でした。

幹事として至らぬ点も多く、ご迷惑もたくさんお掛けしましたが、会長や事務局そして会員の皆様から

の多くの助けで、何とか１年を乗り切れました。本当にありがとうございました。また次年度以降も、今

回の経験を活かしクラブの為頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

野村会長～次年度加藤会長へ

加藤会長エレクトへ「会長エレクト研修セミナー修了証」授与

加藤会長エレクト～次年度飯野会長エレクトへ 武藤会場監督～次年度田原会場監督へ 舟山親睦活動委員長～次年度川田親睦活動委員長へ

齋藤幹事～次年度舟山幹事へ

今年度は、新型コロナウィルスの感染拡大により例年 3

月に開催されます会長エレクト研修セミナーが中止とな

りました。

その代替えとして会長エレクトへ講習キッドが送付さ

れ、レポート提出の要請がありました。次年度中里ガバ

ナーが確認のうえ「会長エレクト研修セミナー修了書

証」が発行されました。

＊会長エレクト研修セミナー（PETS）の目的は
 次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を

整える。

桐田副会長～次年度古壕副会長へ

第 7G ガバナー補佐

八鍬伸一様
黒木様関根様米山奨学生

シャリデさん
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         宴、たけなわですが、楽しい時

はすぐに過ぎてしまいます。

そろそろ お開きの時間です。

嫌なはやり病が蔓延しております

が、皆様のお元気なお顔を拝見し、

何よりです。先程会長が「今年度は

Mr.ロータリーアンの鯨岡さんを

喪ってしまい        悲しい」と言いました。丁度７年前、

現会長が幹事の時「第 2770 地区の顔」飯野さんを

やはり見送りました。しかし我々はその悲しみを乗り

超えて、偉大な先輩たちの跡を追ってきました。

次年度は大きな節目の年になります。蓮田クラブの

益々の発展を願っています。

総数 出席対象 出席 欠席

50 50 37 13

本日の出席率 74.00％

本日の合計 累計 総数

￥234,000 \1,405,775 38 名

目標額  ￥1,700,000

田原パスト会長の乾杯

桐田副会長



4 ページ

八鍬伸一さん 野村会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でし

た。私も何とか一年間務めることができ

ました。皆様のご協力に深く感謝申し上

げます。ありがとうございました。

黒木みづほさん 最近、コロナも下火になって来てとて

もうれしい。

野村 均さん 今年度、色々ありましたが、皆様ご協力あ

りがとうございました。本当に一年間無

事？終えれました。

齋藤清和さん いよいよ最終例会です。一年間大変お世話

になりました。幹事として、至らぬ事も多

かったと思いますが、ご協力ありがとうご

ざいました。次年度以降もよろしくお願い

します。

秋葉功四郎さん 野村会長、齋藤幹事一年間ご苦労様でし

た。3 ヵ月大変でしたが、なんとか例会に

出られました。ありがとうございました。

土橋藤男さん 年度末になりました。会長幹事さんはじ

め役員の皆さんごくろう様でした。

伏見晴雄さん 野村会長、お疲れ様でした。本日も宜しく

お願い致します。

舟山清志さん 野村会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でした

次年度の加藤年度も宜しくお願い致します。

飯野浩一さん 野村会長 齋藤幹事お疲れ様でした。あり

がとうございました。

金子淳美さん 野村会長、齋藤幹事お疲れ様でした。本日

もよろしくお願い致します。

加藤 始さん 一年間野村会長おつかれさまでした。次

年度もよろしくお願い致します。

川田金造さん 野村年度ごくろうさまでした。

古壕明人さん 野村会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でした

近藤敬男さん 野村・齋藤年度一年間御苦労様です。本日

もよろしくお願い致します。

栗原比呂志さん 野村さん、齋藤さんおつかれ様でした

栗原 均さん 野村会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でした

一之瀬真弥さん 野村年度最終例会おめでとうございま

す。本日のスマイルの代わりに、フェイス

ガードを４５枚提供します。感染予防に努

めましょう。次年度の加藤年度にも期待し

ております。

黒須雅行さん 野村会長、齋藤幹事一年間ごくろうさまで

した。今までに経験したことのないコロナ

禍で、大変思いをしましたが、ごくろう様

でした。

森伊久磨さん 野村会長、齋藤幹事一年間本当にお疲れ様

でした。コロナ禍で消化不良でしたら、ま

た５年後くらいに同じコンビで会長幹事を

やって下さい！ 笑

武藤倫雄さん 一年間おつかれ様でした。

中野政廣さん 野村会長 一年間御苦労様でした。来年度

加藤会長頑張って下さい。

齋藤 清さん 野村会長、齋藤幹事ご苦労様でした。

田原春夫さん 野村会長、齋藤幹事お疲れ様でした。

武内里佳さん 野村会長、齋藤幹事お疲れ様♥でした。

田中政司さん 野村・齋藤年度の最終例会ですネ。お疲れ

様でした。

田中 靖さん 野村会長、齋藤幹事一年間お疲れ様でし

た。4 月の誕生日、５月の妻の誕生日あり

がとうございました。本日もよろしくお願

いします。

十川英男さん 今年の夏はあついですよ！野村さん、齋藤

さんお疲れ様です。

富田 穣さん 記念すべき野村年度でした。野村会長、齋

藤幹事 本当にご苦労様でした。早い収束

を願いお世話になりました。

渡辺 圭さん 野村会長、齋藤幹事 大変な一年間お疲れ

様でした。大きな節目の次年度もがんばり

ましょう。

島村 功さん 野村会長、齋藤幹事 最終例会の開催がで

きて良かったですね！

山岸茂夫さん 一年間お疲れ様でした。本日もよろしく

お願いします。

岩﨑一隆さん 一年間お世話になりました。

近藤憲明さん 本日も宜しくお願い致します。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

佐々木隆史さん 本日もよろしくお願いいたします。

桐田直樹さん いよいよアットいう間に終りですか

中村和彦さん 本年もありがとうございました。

波多野勝治さん ヨロシク願います。

堀切紀子さん 長い間お世話になりました。

例会場 埼玉りそな銀行蓮田支店 ３F

事務所 蓮田市本町 4-１１ 日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    野村 均  幹 事 齋藤清和
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             副幹事 舟山清志   

公共イメージ向上委員長  島村 功

     副委員長  関根 浩

      委 員   齋藤 清 勝沼 稔

        八鍬伸一 宮野訓夫 一之瀬真弥

        星野正男 加藤 始 土橋克美


