２０２１-２２年度テーマ
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」

地区運営方針
｢奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」
～奉仕するとき、誰かの人生だけで
なく自分の人生も豊かになる

クラブ方針
「新たなスタート
変化と成長を求め
親睦と奉仕を楽しもう」

例会場

魚庄本店

点鐘
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会長

飯野浩一

幹事

小林健男

司会

会場監督 黒須雅行
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✰表彰
出欠率・ニコニコ
✰バッヂ・タスキの引継ぎ
【第二部 懇親会】
司会 親睦委員長 島村 功
乾杯

直前会長 加藤

始
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修了書贈呈

こんばんは。とうとう最終例会となりました。実質 1.5 年間
皆様にはたいへんお世話になりました。振り返りますと、会
長ノミニー、エレクトとして 2020 年 12 月頃までは、ただ
ただ大変そうだなという気持ちがあるばかりで何もせず、さ
すがにまずいと 2021 年に入って慌ただしく動き始めたこと
を思い出します。2020 年 2 月 4 日に他界された鯨岡さん、
副会長の田中雪心さんには、いろいろ相談にのっていただき
またネジを巻かれたように思います。快く幹事を引き受けて
いただいた小林さん、会長エレクトにも関わらずプログラム委員長を引き受けてい
ただいた栗原均さんとともに、年度計画を何とか作成して少しほっとしたのを記憶
しています。シュカール・メータＲＩ会長のテーマ「奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」の下、クラブ方針「新たなスタート、変化と成長を求め、親睦
と奉仕を楽しもう」を掲げさせていただき、スタートしました。例会運営に関して
8 月はコロナ禍で休会としましたが、会員皆さんのご理解ご協力のもと、それ以外
は完全リモート又はハイブリット例会として実施できました。これはひとえに出席
会場委員会渡辺委員長のご苦労の賜物です。一人に依存している現状は改善しなけ
ればいけないと前年度からの引継ぎ事項でしたが、できませんでした。ただ一方で
例会の準備や進行、後片付けには、多くの先輩会員たちにお手伝いいただき、本当
に助かりました。感謝に堪えません。ありがとうございました。親睦活動、奉仕活
動に関しては、それぞれコロナ禍ということもありましたが、それを理由に無難に
実施してしまったかなと、少々反省しております。特に奉仕活動においては、不可
抗力とはいえ、様々な事業や課題を繰越してしまいましたので、今後に期待すると
ともに、一会員として汗をかいていきたいと思います。会員増強維持に関しては、
結局目標未達となりました。私自身の行動が圧倒的に足りませんでした。反省の一
言であります。私を含め私たち世代から若い会員の方々は、仕事においてプレーイ
ングマネージャーであることが多く、それをつい言い訳のようにしてしまいます。
自身がそこから何とか時間をやりくりし、仕事の顔、家庭の顔、ロータリーの顔、
その他さまざまな顔を調和させ、魅力ある人間となり、いいときも悪いときもいろ
いろありますが、経済価値だけではない豊かな人生を歩みたいものです。お陰様で
会長の神輿に乗せていただいた間、年回りのせいもあるかもしれませんが、何か今
まで見えていなかったものが見えてきたように思えることがありました。会員の皆
様、他クラブの方々、地域の方々、ローターアクターインターアクター、地域の子
供たちから様々な刺激を受けたおかげだと思います。そのような意味でも、私は充
分ロータリーを楽しませてもらったようです。今日は、家に帰ったら妻に「楽し
かったと言いなさいっ！」と言われる前に「今日は楽しかった！」と言えそうで
す。小林幹事、事務局安藤さんには、優柔不断な私を支えていただきありがとうご
ざいました。全ての会員の方に、それぞれお名前を挙げ、お礼を申し上げたいとこ
ろですが、失礼ながら宴席でお礼を申し上げさせていただきます。最後になります
が、栗原次年度は私とは違い、たいへん熱い気持ちをお持ちです。蓮田ロータリー
クラブが一丸となって進化するよう、引き続き皆さんのご支援ご協力のほどよろし
くお願い致します。ありがとうございました。

松野正和さん・東奈津紀さん
幹事職を受けるにあたり歴代幹事さんも最初はクラブの事は皆、無知だったと思います。自分
も分からず受けましたが月日が経つにつれて会長・幹事の職務が分かったような気がします。
今年度はコロナ渦での船出でしたが会場を変えて ZOOM での例会や幸手 RC との合同例会等
それなりに奉仕活動も出来たかと思います。
あっという間に 1 年間終わりましたが次年度も何かしら役に立てればと思います。
皆様 1 年間ご協力有難うございました。
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舟山清志さん

次年度会長

栗原均会長

田中雪心副会長

島村

功さん

栗原

均さん

飯野浩一会長

次年度田中政司副会長

次年度島村功会長エレクト

栗原均会長エレクト

齊藤

次年度

清さん

田中雪心さん

栗原比呂志幹事

小林健男幹事

次年度岩崎一隆会場監督

次年度田原春夫親睦委員長

黒須雅行会場監督

島村功親睦委員長
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司会：島村親睦委員長

加藤直前会長の乾杯
RYLA 研修に参加した
加藤 始会員
【ローターアクト】
東 奈津紀さん
松野正和さん
RYLA 研修の報告をしてくれました！
地区より RYLA 研修の修了書を贈呈し
ました。

4 月にロータリー財団恒久基金を寄付
ベネファクターとして表彰
飯野浩一さん

蓮田ロータリークラブ
伝統の『蓮田締め』で
お開きとなりました！

土橋藤男さん

1 年間ありがとうございました！次年度も宜しくお願いします！
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飯野浩一さん

1 年間ありがとうございました。
皆様、健康で！
小林健男さん 本日最終移動例会よろしくお願いしま
す。
田中雪心さん 飯野会長 小林幹事 1 年間本当におつ
かれ様でした。
秋葉功四郎さん 飯野会長、小林幹事一年間ご苦労様で
した。本当に大変な一年間でしたね。
岩崎一隆さん 飯野会長、小林幹事一年間ご苦労様でし
た。
加藤 始さん 飯野会長、小林幹事おつかれ様でした。
川田金造さん 一年間ごくろうさまでした。
栗原 均さん 6 月最終例会お疲れ様でした。飯野会
長、小林幹事次年度も宜しくお願いし
ます。
栗原比呂志さん 飯野さん、小林さん 1 年間おつかれ様
でした。7 月から新年度です。よろし
くお願いいたします。
黒須雅行さん 飯野会長、小林幹事 1 年間ごくろうさま
でした。
近藤敬男さん 飯野会長、小林幹事 1 年間御苦労様でし
た。役員の皆様も大変ありがとうござい
ます。
齊藤清和さん 1 年間お疲れ様でした。
篠原大嗣さん 飯野会長、小林幹事 1 年間おつかれ様で
した。本日もよろしくお願いいたします
佐々木隆史さん 飯野会長。小林幹事一年間ありがとう
ございました。
島村 功さん 飯野会長、小林幹事 1 年間お世話になり
ました。そしてお疲れさまでした。
武内里佳さん 1 年間ありがとうございました。
田中政司さん 飯野年度、最終例会となりました。会
長、幹事お疲れ様でした。
田原春夫さん 飯野会長、小林幹事 1 年間おつかれ様で
した。
十川英男さん 飯野、小林年度 1 年間ごくろうさまでし
た。

土橋藤男さん 会長さん、幹事さんをはじめ役員の皆さ
んごくろう様でした。
富田 穰さん 飯野会長、小林幹事一年間ありがとうご
ざいました。役員の皆様ご苦労様でし
た。
中村和彦さん 1 年間おつかれ様でした！
野村 均さん 飯野会長・小林幹事 1 年間おつかれ様で
した。
波多野勝治さん 会長・幹事 1 年間お疲れ様でした。
伏見晴雄さん 飯野会長、小林幹事、1 年間お疲れ様で
した。コロナ禍でのクラブ運営は大変な
ご苦労であったと想像致します。しかし
私の様に例会出席も少ない会員でも楽し
い 1 年でした。本日の最終例会も楽し
ませて頂きます。本日も宜しくお願い致
します。
舟山清志さん 飯野会長、小林幹事一年間お疲れ様でし
た。おかげさまで、とても楽しい一年を
過ごせました。有難うございました^_^
宮野訓夫さん 飯野会長他執行部のみなさん一年間あり
がとうございました。
武藤倫雄さん 飯野会長、小林幹事お疲れ様でした。こ
れからもよろしくお願いいたします！
八鍬伸一さん 飯野会長、小林幹事一年間ありがとうご
ざいました。これからもよろしくご指導
お願い致します。
山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。

総数

出席

リアル

Zoom

欠席

本日の合計

累計

総数

５０

３８

３８

０

１２

￥56,000

￥1,366,000

37 名

本日の出席率

７６．００％

目標額

例会場 魚庄別館 ２Ｆ
会 長
飯野浩一
事務所 蓮田市西新宿１－４８－１
会長エレクト 栗原 均
例会日 水曜日 12:30～13:30
ＴＥＬ 0８０-９３９６-９８１０
公共イメージ向上委員長
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副委員長
ｅ-mail hasudarc@gmail.com
委 員
http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

￥1,700,000
幹 事 小林健男
副会長 田中雪心
副幹事 栗原比呂志
金子 淳美
武内 里佳
深江 瑞枝 濱谷 楽夢
渡辺 圭

