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知らずて語れず!

帯広西ロータリークラブ
第2299回例会第2299回例会

2019.12.52019.12.52019.12.52019.12.5

会員同士互いによく語り合い、友情と奉仕の輪を広げ、
更に魅力ある西クラブにしよう!

～ロータリーを学び、ロータリーを語り、
　ロータリーを楽しみ、
　そしてロータリーに誇りを持とう!～

米山記念奨学生米山記念奨学生
ワンロップ・アッチャラーパン 様ワンロップ・アッチャラーパン 様

12月12月結婚祝結婚祝		
江口　文隆　会員　1986.12.  6江口　文隆　会員　1986.12.  6
熊切　宏樹　会員　1999.12.  3熊切　宏樹　会員　1999.12.  3
佐藤　　聡　会員　2010.12.23佐藤　　聡　会員　2010.12.23
近藤　真治　会員　2012.12.25近藤　真治　会員　2012.12.25

12月12月誕生祝誕生祝
金尾　　剛　会員　1947.12.  2金尾　　剛　会員　1947.12.  2
齊藤　憲生　会員　1952.12.18齊藤　憲生　会員　1952.12.18
越智　孝佳　会員　1953.12.31越智　孝佳　会員　1953.12.31
天野　清一　会員　1960.12.25天野　清一　会員　1960.12.25
長平　圭太　会員　1970.12.23長平　圭太　会員　1970.12.23

乾杯乾杯  斉藤正彦 会員斉藤正彦 会員
　皆さんこんにちは。ロータリー情報委員会の斉藤です。北　皆さんこんにちは。ロータリー情報委員会の斉藤です。北
川委員長が不在とのことで私が令和元年の最後の乾杯の川委員長が不在とのことで私が令和元年の最後の乾杯の
音頭を取らせていただきます。ちなみに入会して初の乾杯音頭を取らせていただきます。ちなみに入会して初の乾杯
の指名を受けました。今月は4名の誕生祝いと5名の誕生祝の指名を受けました。今月は4名の誕生祝いと5名の誕生祝
いです。おめでとうございます。5人のお生まれになった12いです。おめでとうございます。5人のお生まれになった12
月はこれから本格的な冬を迎える季節ではありますが、皆月はこれから本格的な冬を迎える季節ではありますが、皆
さんは全員とても情熱的な熱心な方とコミケいたしておりまさんは全員とても情熱的な熱心な方とコミケいたしておりま
す。12月は何かと街に出る機会が増えると思いますが、体にす。12月は何かと街に出る機会が増えると思いますが、体に
は十分気をつけ、来年も元気にご活躍されますようご期待は十分気をつけ、来年も元気にご活躍されますようご期待
し、乾杯したいと思います。それでは乾杯。し、乾杯したいと思います。それでは乾杯。

会長報告会長報告  若林　剛 会長若林　剛 会長
　先週の移動例会、多くの会の皆さんの　先週の移動例会、多くの会の皆さんの
参加ありがとうございます。ロータリーに参加ありがとうございます。ロータリーに
ついてよく語り合っていただいたでしょうついてよく語り合っていただいたでしょう
か？ただの飲み会でありませんで、皆さんか？ただの飲み会でありませんで、皆さん
のロータリーに対する理解が深まったと期のロータリーに対する理解が深まったと期
待も込めて推察させていただきます。他のクラブのですね待も込めて推察させていただきます。他のクラブのですね
会員の方がその様子を見てて西ロータリークラブっていい会員の方がその様子を見てて西ロータリークラブっていい
ねえとそういう話をしておりました。翌日は畜大の留学生ねえとそういう話をしておりました。翌日は畜大の留学生
と交流会がありました。留学生の方のヒップホップダンスと交流会がありました。留学生の方のヒップホップダンス

もご披露いただいたりとか大変たのしいひとときを過ごしもご披露いただいたりとか大変たのしいひとときを過ごし
ました。ました。
　ことしは15名の方が入学され、女性の方が多いそうな　ことしは15名の方が入学され、女性の方が多いそうな
のですが、あらためて西ロータリークラブは女性少なく、のですが、あらためて西ロータリークラブは女性少なく、
皆さんに女性会員の勧誘をお願いします。皆さんに女性会員の勧誘をお願いします。
　今週末は国際親善市民のゆうべの会もあり、クラブを　今週末は国際親善市民のゆうべの会もあり、クラブを
代表して参加してきたいと思います。代表して参加してきたいと思います。
　12月は疾病予防と治療月間で、ポリオだけでなくマラ　12月は疾病予防と治療月間で、ポリオだけでなくマラ
リア・エイズ・アルツハイマー・多発性硬化症・糖尿病・貧リア・エイズ・アルツハイマー・多発性硬化症・糖尿病・貧
困地域の障害などロータリーがいろんなことをやっていま困地域の障害などロータリーがいろんなことをやっていま
す。インフルエンザも蔓延していますが、忘年会シーズンす。インフルエンザも蔓延していますが、忘年会シーズン
を隔離されて過ごさないように体調管理にお気をつけくを隔離されて過ごさないように体調管理にお気をつけく
ださい。ださい。

挨拶挨拶  川田章博 会員川田章博 会員
　皆さんこんにちは。月初めの例会ですの　皆さんこんにちは。月初めの例会ですの
で、ほんの簡単にご挨拶をさせていただきで、ほんの簡単にご挨拶をさせていただき
たいと思います。12月1日55名という例会たいと思います。12月1日55名という例会
並みの人数で私の会頭就任をお祝いいた並みの人数で私の会頭就任をお祝いいた
だきまして本当にありがとうございました。だきまして本当にありがとうございました。
昔の写真も出てきて皆さんの手作りに心温まる思いをい昔の写真も出てきて皆さんの手作りに心温まる思いをい
たしました。これから一生懸命頑張りますのでどうぞよろたしました。これから一生懸命頑張りますのでどうぞよろ
しくお願い申し上げます。本当にありがとうございます。さしくお願い申し上げます。本当にありがとうございます。さ
さやかですけれどもクラブに10万円ほど寄付をさせていさやかですけれどもクラブに10万円ほど寄付をさせてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

会務報告会務報告  河西智子 幹事河西智子 幹事
　川田会員ありがとうございました。大　川田会員ありがとうございました。大
変お忙しくなるかと思いますけれども、変お忙しくなるかと思いますけれども、
例会なるべくご出席いただきますようよ例会なるべくご出席いただきますようよ
ろしくお願いいたします。ありがとうごろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。それでは会務報告を申し上ざいました。それでは会務報告を申し上
げます。例会メモの中身についてですけれども、12月げます。例会メモの中身についてですけれども、12月
12日は年末家族例会ということで夜間例会になってお12日は年末家族例会ということで夜間例会になってお
ります。皆様親睦でいろいろ企画してくださっていまります。皆様親睦でいろいろ企画してくださっていま
すので楽しみにご出席していただければと思います。すので楽しみにご出席していただければと思います。
よろしくお願いいたします。続きまして休会の案内でよろしくお願いいたします。続きまして休会の案内で
す。12月26日木曜日は年末となっておりますので休す。12月26日木曜日は年末となっておりますので休
会ですのでお間違いないようにお願いいたします。あ会ですのでお間違いないようにお願いいたします。あ
と本日例会終了後定例理事会を開催いたしますのでおと本日例会終了後定例理事会を開催いたしますのでお



願いいたします。それと義援金のお願いが来ておりま願いいたします。それと義援金のお願いが来ておりま
す。皆様にまた義援金の箱を回しますけれども、2件す。皆様にまた義援金の箱を回しますけれども、2件
来ておりまして、台風19号災害のご支援ということで来ておりまして、台風19号災害のご支援ということで
す。現金の案内ばかりで恐縮なんですけれどもお願いす。現金の案内ばかりで恐縮なんですけれどもお願い
いたします。それと首里城火災についてのご支援といいたします。それと首里城火災についてのご支援とい
うことで地区から支援の依頼が来ております。箱は1うことで地区から支援の依頼が来ております。箱は1
つですけれども2件分のお気持ちを込めてご賛同いたつですけれども2件分のお気持ちを込めてご賛同いた
だければご協力お願いいたします。以上です。失礼いだければご協力お願いいたします。以上です。失礼い
たしますたします

ニコニコ献金ニコニコ献金  藤本　剛 親睦活動委員長藤本　剛 親睦活動委員長
若林　　剛　会長若林　　剛　会長
　 本日議長を務めさせていただきます。　 本日議長を務めさせていただきます。
鈴木　　亨　会員鈴木　　亨　会員
　 川田会頭お祝いの会に多数の会員の方　 川田会頭お祝いの会に多数の会員の方

にご参加いただき、発起人実行委員代にご参加いただき、発起人実行委員代
表としてお礼を申し上げます。ありがとうございました。表としてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
金尾　　剛　会員金尾　　剛　会員
　 西クラブのゴルファーの皆様、今年1年大変お世話にな　 西クラブのゴルファーの皆様、今年1年大変お世話にな

りました。ありがとうございます。りました。ありがとうございます。
工藤　正宏　会員工藤　正宏　会員
　 先日の川田会頭を祝う会においてオープニング映像作　 先日の川田会頭を祝う会においてオープニング映像作

成という大役を任されたにも関わらずリハ不足で音量成という大役を任されたにも関わらずリハ不足で音量
が足りず、西ロータリー名物に、ともくろんでいた川田が足りず、西ロータリー名物に、ともくろんでいた川田
ジャンプが不発に終わりましたことを深く反省しておりジャンプが不発に終わりましたことを深く反省しており
ます。ます。
郷　　誠一　会員郷　　誠一　会員
　 先日中1の娘が英検を受験。一次二次と合格し、準2級　 先日中1の娘が英検を受験。一次二次と合格し、準2級

を取ることができましたを取ることができました
藤本　　剛　親睦活動委員長藤本　　剛　親睦活動委員長
　 いよいよ来週先程河西幹事よりご案内ありました、年　 いよいよ来週先程河西幹事よりご案内ありました、年

末家族会がございます。今年は会員ご家族の方は合わ末家族会がございます。今年は会員ご家族の方は合わ
せまして111名という大変大人数のご参加いただいておせまして111名という大変大人数のご参加いただいてお
ります。ありがとうございます。ご案内はまだだったんでります。ありがとうございます。ご案内はまだだったんで
すが、当日私の店で大変恐縮なんですが2次会予定してすが、当日私の店で大変恐縮なんですが2次会予定して
参りたいと思います。家族も誘って年に一度、奥様のご参りたいと思います。家族も誘って年に一度、奥様のご
機嫌を取るためにはちょうどいい場所ではないかなと機嫌を取るためにはちょうどいい場所ではないかなと
思っておりますので、お誘い合わせの上よろしくお願い思っておりますので、お誘い合わせの上よろしくお願い
いたします。いたします。

ニコニコ
 献　金

（11月28日現在）累　 計 円339,013

河西智子	幹事　河西智子	幹事　
　ただ今より年次総会を開催いたします。議長はクラブ細　ただ今より年次総会を開催いたします。議長はクラブ細
則第4条第1節に従いクラブ会長が務めることとなってお則第4条第1節に従いクラブ会長が務めることとなってお
ります。若林会長よろしくお願いいたします。ります。若林会長よろしくお願いいたします。

議長　若林　剛	会長議長　若林　剛	会長
　それでは議長を務めさせていただきます。スムーズな　それでは議長を務めさせていただきます。スムーズな
議事進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。まず議事進行にご協力のほどよろしくお願いいたします。まず
最初に定足数の確認を行います。最初に定足数の確認を行います。

松田貴史	出席委員長松田貴史	出席委員長
　今日12月5日現在会員数75名、本日の例　今日12月5日現在会員数75名、本日の例
会出席者数が62名、委任状提出者数8名、会出席者数が62名、委任状提出者数8名、
合計70名です。以上です。合計70名です。以上です。

議長　議長　若林　剛	会長若林　剛	会長
　クラブ細則第1条の定義により定足数は全会員の3分の　クラブ細則第1条の定義により定足数は全会員の3分の
1以上となっておりますので本総会は成立いたします。それ1以上となっておりますので本総会は成立いたします。それ
では議事に入ります。まず第1号議案「次々年度会長選出では議事に入ります。まず第1号議案「次々年度会長選出
の件」選出には指名委員会を設置し、その決定に委ねるの件」選出には指名委員会を設置し、その決定に委ねる
決議がされておりますので、本年度古田指名委員長より決議がされておりますので、本年度古田指名委員長より
発表をお願いいたします。発表をお願いいたします。

古田敦則		指名委員長古田敦則		指名委員長
　皆さんこんにちは。それでは指名委員会　皆さんこんにちは。それでは指名委員会
よりご報告申し上げます。指名委員会を執よりご報告申し上げます。指名委員会を執
り行いまして討議した結果帯広西ロータり行いまして討議した結果帯広西ロータ
リークラブ第51代会長に小谷典之君ををリークラブ第51代会長に小谷典之君をを

指名することといたします。皆さんのご意見なければ拍手指名することといたします。皆さんのご意見なければ拍手

をもってご承認いただきたいと思います。（拍手）をもってご承認いただきたいと思います。（拍手）
　ありがとうございます。総意を持ちまして小谷典之会員　ありがとうございます。総意を持ちまして小谷典之会員
を次年度会長と決定いたします。を次年度会長と決定いたします。
　続きまして第2号議案次年度役員人事の件です。クラブ　続きまして第2号議案次年度役員人事の件です。クラブ
細則第3条第2節で役員理事候補の指名は佐々木会長エ細則第3条第2節で役員理事候補の指名は佐々木会長エ
レクトよりご指名いただきます。レクトよりご指名いただきます。

佐々木和彦	会長エレクト佐々木和彦	会長エレクト
　それでは次年度、役員理事をを発表させ　それでは次年度、役員理事をを発表させ
ていただきます。ていただきます。

　 副会長　 副会長 森　　房明　会員 森　　房明　会員
　（　（クラブ管理運営部会長/会員増強・公共イメージ部会長クラブ管理運営部会長/会員増強・公共イメージ部会長））
　副会長　副会長 太田　　豊　会員 太田　　豊　会員
　（奉仕プロジェクト部会長/財団・米山部会長）　（奉仕プロジェクト部会長/財団・米山部会長）
　幹　事 小野　辰夫　会員　幹　事 小野　辰夫　会員
　会　計 平田　宗利　会員　会　計 平田　宗利　会員
　会場監督 菊池　俊博　会員　会場監督 菊池　俊博　会員
　直前会長 若林　　剛　会員　直前会長 若林　　剛　会員
　会長エレクト 小谷　典之　会員　会長エレクト 小谷　典之　会員
　職業奉仕担当理事 鎌田　裕樹　会員　職業奉仕担当理事 鎌田　裕樹　会員
　社会奉仕担当理事 伊藤　公康　会員　社会奉仕担当理事 伊藤　公康　会員
　青少年奉仕担当理事 松本　和彦　会員　青少年奉仕担当理事 松本　和彦　会員
　国際奉仕担当理事 中川　芳明　会員　国際奉仕担当理事 中川　芳明　会員
　　理事（プログラム委員長兼任）理事（プログラム委員長兼任） 熊切　宏樹　会員 熊切　宏樹　会員

　以上でございます。　以上でございます。
　宜しくお願い致します。　宜しくお願い致します。

▪プログラム　　　　　　　　　　理事会「年次総会」



で、いろいろと大変なだったのですが、最後には引き受けで、いろいろと大変なだったのですが、最後には引き受け
ていただいてホントにうれしかったなあと思います。ていただいてホントにうれしかったなあと思います。
　本当に当時幹事としていろんな意味で苦労させられま　本当に当時幹事としていろんな意味で苦労させられま
した。そのときに感じたことは、万が一自分に会長の指名した。そのときに感じたことは、万が一自分に会長の指名
がきたら時の幹事にご迷惑をかけないように快諾しようとがきたら時の幹事にご迷惑をかけないように快諾しようと
いうふうに決めてました。いうふうに決めてました。
　まだ入会して11年目ですし、50周年のその記念すべき　まだ入会して11年目ですし、50周年のその記念すべき
年度に会長をやるなんていうのはホントに早いと思うし大年度に会長をやるなんていうのはホントに早いと思うし大
変だなとは思いましたけど、よくよく考えて西クラブのメン変だなとは思いましたけど、よくよく考えて西クラブのメン
バーはみんなポテンシャル高いです、古くから歴史を作っバーはみんなポテンシャル高いです、古くから歴史を作っ
てきた先輩たちもたくさんいますので、僕は補佐的な立場てきた先輩たちもたくさんいますので、僕は補佐的な立場
でいいんじゃないかなと思っていて、50周年記念の年にでいいんじゃないかなと思っていて、50周年記念の年に
なっても全然不安はありません。皆さんのご協力をいただなっても全然不安はありません。皆さんのご協力をいただ
いて、すばらしい50周年を迎えたいと思います。よろしくいて、すばらしい50周年を迎えたいと思います。よろしく
お願いいたします。ありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございました。

佐々木	次年度会長佐々木	次年度会長
　先日小野会員といっしょに釧路でロータリー財団補助　先日小野会員といっしょに釧路でロータリー財団補助
金管理セミナーに2人で参加していました。その時は軽く金管理セミナーに2人で参加していました。その時は軽く
考えて、今日もここい来るときは何も緊張もしてなかったん考えて、今日もここい来るときは何も緊張もしてなかったん
ですが、若林会長があいさつの中で「去年は緊張した」っですが、若林会長があいさつの中で「去年は緊張した」っ
ていう話を聞いて僕もどんどん緊張してまいりました。あていう話を聞いて僕もどんどん緊張してまいりました。あ
と半年ですね、先程小谷会員も言っていましたが西ロータと半年ですね、先程小谷会員も言っていましたが西ロータ
リークラブのメンバーはポテンシャルも高いし、仲良がいリークラブのメンバーはポテンシャルも高いし、仲良がい
いし、凄くいいメンバーばかりなので、僕は神輿に乗っていし、凄くいいメンバーばかりなので、僕は神輿に乗って
れば何とかなるのかなと思っております。来年1年間みんなれば何とかなるのかなと思っております。来年1年間みんな
と相談しながらがんばっていきたいと思いますのでどうぞと相談しながらがんばっていきたいと思いますのでどうぞ
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

森房明	次年度副会長森房明	次年度副会長
　私は入会させていただいて8年たちました。来年が9年　私は入会させていただいて8年たちました。来年が9年
目ということで、その間広報委員会3回、会場監督2回そ目ということで、その間広報委員会3回、会場監督2回そ
の他国際奉仕・青少年奉仕・社会奉仕ということであまの他国際奉仕・青少年奉仕・社会奉仕ということであま
り多くの委員会を担当していないもんですから1年間勉り多くの委員会を担当していないもんですから1年間勉
強するつもりでやらしていただきたいと思います。強するつもりでやらしていただきたいと思います。

小野辰夫	次年度幹事小野辰夫	次年度幹事
　入会して7年目ということで何もわからないでやってい　入会して7年目ということで何もわからないでやってい
いのかなというのが今でもありますし、佐々木次期会長いのかなというのが今でもありますし、佐々木次期会長
からくどかれたときは最初嫌がってたんですけれども、今からくどかれたときは最初嫌がってたんですけれども、今
となっては非常に前向きでやらしていただいております。となっては非常に前向きでやらしていただいております。
自分は女房役だと思ってますが、会長のギアと皆さんの自分は女房役だと思ってますが、会長のギアと皆さんの
ギアが同じ回転だと前に進まなくなってしまいますので、ギアが同じ回転だと前に進まなくなってしまいますので、
その中でいろんな部分の小さなアイドルギアでいたいなその中でいろんな部分の小さなアイドルギアでいたいな
と思ってます。どうぞよろしくお願いします。と思ってます。どうぞよろしくお願いします。

平田宗利	次年度会計平田宗利	次年度会計
　私は会計と申しましてもタイヤの勘定ぐらいしか今まで　私は会計と申しましてもタイヤの勘定ぐらいしか今まで
やったことないのでええそれでも半年間河合先生の会計をやったことないのでええそれでも半年間河合先生の会計を
見させていただきまして、これから残り半年も勉強させて見させていただきまして、これから残り半年も勉強させて
いただいて、なるべく皆さんにご迷惑おかけしないようにいただいて、なるべく皆さんにご迷惑おかけしないように
頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

古田敦則　指名委員長古田敦則　指名委員長
　次年度体制は以上でございます。ご異議がなければ拍　次年度体制は以上でございます。ご異議がなければ拍
手を頂戴したいと思います。手を頂戴したいと思います。

〜拍手〜〜拍手〜

　ありがとうございます。次年度役員人事全員が指名の　ありがとうございます。次年度役員人事全員が指名の
通り決定をいたしました。通り決定をいたしました。
　ここで議案にその他として報告事項がございます。令和　ここで議案にその他として報告事項がございます。令和
元年度の収入支出を含む11月時点での中間報告をさせて元年度の収入支出を含む11月時点での中間報告をさせて
いただきます。いただきます。

河合　敏	会計河合　敏	会計
　皆さんのお手元の表が今年7月から11月までの会計の　皆さんのお手元の表が今年7月から11月までの会計の
状況を表しております。簡単にご説明いたしますと収入の状況を表しております。簡単にご説明いたしますと収入の
部は前期分の会費として7,383,333円入金になっており部は前期分の会費として7,383,333円入金になっており
ます。端数は途中で入会された方の端数月割の部分で、収ます。端数は途中で入会された方の端数月割の部分で、収
入の部の合計が10,420,301円となっております。そして入の部の合計が10,420,301円となっております。そして
支出の方ですけれどもまず分担金ロータリー財団寄付金支出の方ですけれどもまず分担金ロータリー財団寄付金
が825,000円と大きな支出となっております。事務所経費が825,000円と大きな支出となっております。事務所経費
1,001,869円、そしてSA費でほとんどが食事の食事費が1,001,869円、そしてSA費でほとんどが食事の食事費が
占めておりまして1,742,982円。そして会議費の大きな支出占めておりまして1,742,982円。そして会議費の大きな支出
といたしましては刊行印刷費ということで皆様の方にもおといたしましては刊行印刷費ということで皆様の方にもお
配りしてる活動計画書100冊で864,000円という大きな支配りしてる活動計画書100冊で864,000円という大きな支
出になっております。あとは各委員会の支出が出ておりま出になっております。あとは各委員会の支出が出ておりま
して支出の合計といたしまして7,682,111円ということで7して支出の合計といたしまして7,682,111円ということで7
月から11月までの会計の報告をさせていただきます。月から11月までの会計の報告をさせていただきます。

古田敦則	指名委員長古田敦則	指名委員長
　以上で次第の全てを終了させてきます。スムーズな議事　以上で次第の全てを終了させてきます。スムーズな議事
運営をいただきましてまことにありがとうございました。こ運営をいただきましてまことにありがとうございました。こ
れをもちまして年次総会を終了させていただきます。れをもちまして年次総会を終了させていただきます。
　ここで恒例によりますけれども先程次々年度会長に指　ここで恒例によりますけれども先程次々年度会長に指
名をされ承認を受けました小谷典之君よりご挨拶をいた名をされ承認を受けました小谷典之君よりご挨拶をいた
だきたいと思います。小谷会員お願いいたします。だきたいと思います。小谷会員お願いいたします。

小谷典之	次々年度会長小谷典之	次々年度会長
　まずご指名ご承認いただきましてまこと　まずご指名ご承認いただきましてまこと
にありがとうございます。昨年度そして一昨にありがとうございます。昨年度そして一昨
年度副幹事・幹事として会長指名に2回オ年度副幹事・幹事として会長指名に2回オ
ブザーバーとして参加させていただきましブザーバーとして参加させていただきまし

たが、なかなか一筋縄ではいかない会長候補でして非常たが、なかなか一筋縄ではいかない会長候補でして非常
に疲れた2年間として深い思い出があります。特に昨年のに疲れた2年間として深い思い出があります。特に昨年の
会長指名委員会に関しましては大友ガバナー補佐が指名会長指名委員会に関しましては大友ガバナー補佐が指名
委員長でして佐々木さんを指名するということが10月18日委員長でして佐々木さんを指名するということが10月18日
に決まりまして、なかなか落とすのは大変だろうという指に決まりまして、なかなか落とすのは大変だろうという指
名委員会の話に対して大友さんは絶対に落とすという覚名委員会の話に対して大友さんは絶対に落とすという覚
悟で挑まれ、毎日のように進捗状況のご報告をいただきま悟で挑まれ、毎日のように進捗状況のご報告をいただきま
した。途中、これは駄目かもしれないなどと言いながら、した。途中、これは駄目かもしれないなどと言いながら、
そうなると指名委員会を再度開かなくてはいけなくなうんそうなると指名委員会を再度開かなくてはいけなくなうん
ですが、それらは全部の幹事の仕事なんですよ。去年はもですが、それらは全部の幹事の仕事なんですよ。去年はも
う一つガバナー補佐の氏名があり土壇場でうちのクラブう一つガバナー補佐の氏名があり土壇場でうちのクラブ
から出すということで大友さんが決まったばかりだったのから出すということで大友さんが決まったばかりだったの



菊池俊博	次年度会長監督菊池俊博	次年度会長監督
　入会して7年目でありまして、諸先輩たちを前に例会進　入会して7年目でありまして、諸先輩たちを前に例会進
行の監督をするというような立場はどうなのかなという行の監督をするというような立場はどうなのかなという
思いもありましたが、小野幹事の方から指名をいただき思いもありましたが、小野幹事の方から指名をいただき
まして「はい、わかりました」と回答させていただいたとこまして「はい、わかりました」と回答させていただいたとこ
ろ、小野幹事が凄く驚いて「いいの？ほんとにいいの？」とろ、小野幹事が凄く驚いて「いいの？ほんとにいいの？」と
ふたつ返事で了承したことにたいへん驚かれたという経ふたつ返事で了承したことにたいへん驚かれたという経
緯があります。近藤会場監督のもと学びながら次年度ス緯があります。近藤会場監督のもと学びながら次年度ス
ムーズな例会進行に努めて参りたいと思います。よろしくムーズな例会進行に努めて参りたいと思います。よろしく
お願いいたします。お願いいたします。

鎌田裕樹	次年度職業奉仕担当理事鎌田裕樹	次年度職業奉仕担当理事
　私は入って6年目になりますが、普段外来の電話はほと　私は入って6年目になりますが、普段外来の電話はほと
んど取らないんですが、小野さんから電話がきたときにたんど取らないんですが、小野さんから電話がきたときにた
またま取ってしまって「これから行くから」と。来るってこまたま取ってしまって「これから行くから」と。来るってこ
とは何か当たるよねって思ったんですが、何か受けなきゃとは何か当たるよねって思ったんですが、何か受けなきゃ
ならないと思っていましたのでそのままお返事いたしましならないと思っていましたのでそのままお返事いたしまし
た。職業奉仕は委員にもなったことがなくて、なかなか言た。職業奉仕は委員にもなったことがなくて、なかなか言
葉が難しいというふうに言われてまして、今回も見直して葉が難しいというふうに言われてまして、今回も見直して
みたんですが見れば見るほどよくわからない。でもきっとみたんですが見れば見るほどよくわからない。でもきっと
書く方もわかってないはずので、とりあえずがんばって自書く方もわかってないはずので、とりあえずがんばって自
分の言葉で少し直せばいいかなと思ってます。わからない分の言葉で少し直せばいいかなと思ってます。わからない
部分は皆さんご協力いただければと思いますよろしくお願部分は皆さんご協力いただければと思いますよろしくお願
いします。いします。

伊藤公康	次年度社会奉仕担当理事伊藤公康	次年度社会奉仕担当理事
　私、青少年に続きまして2回目の理事です。よくわからな　私、青少年に続きまして2回目の理事です。よくわからな
い難しい奉仕担当理事ということで1年間勉強させていたい難しい奉仕担当理事ということで1年間勉強させていた
だきたいと思います。皆様ご協力のほどどうぞよろしくおだきたいと思います。皆様ご協力のほどどうぞよろしくお
願いいたします。願いいたします。

松本和彦	次年度青少年奉仕担当理事松本和彦	次年度青少年奉仕担当理事
　現在は青少年奉仕の副委員長をさしていただいてまし　現在は青少年奉仕の副委員長をさしていただいてまし
て、今回初めての委員長という大役を仰せつかりまして大て、今回初めての委員長という大役を仰せつかりまして大
変緊張をとしております。精いっぱいつとめさせていただ変緊張をとしております。精いっぱいつとめさせていただ
きたいと思いますので皆様ご協力よろしくお願いいたしまきたいと思いますので皆様ご協力よろしくお願いいたしま
す。す。

中川芳明	次年度国際奉仕担当理事中川芳明	次年度国際奉仕担当理事
　国際奉仕は初めてなのでちょっと分からないんですが、が　国際奉仕は初めてなのでちょっと分からないんですが、が
んばってやっていきたいと思います。先月、小野さんから連んばってやっていきたいと思います。先月、小野さんから連
絡いただきまして、また保険の勧誘かはたまた薬でもなくなっ絡いただきまして、また保険の勧誘かはたまた薬でもなくなっ
たのかなと思ったらそうじゃなくてちょっとびっくりしてますが、たのかなと思ったらそうじゃなくてちょっとびっくりしてますが、
うまく経験していないないところにはめ込んでいただいて、いうまく経験していないないところにはめ込んでいただいて、い
ろいろ勉強して次年度佐々木会長のとご相談させていただろいろ勉強して次年度佐々木会長のとご相談させていただ
いて頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしいて頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。ます。

熊切宏樹次年度プログラム委員長兼任理事熊切宏樹次年度プログラム委員長兼任理事
　次年度プログラム委員長兼任理事ということでご承認　次年度プログラム委員長兼任理事ということでご承認
いただきありがとうございます。私も小谷先生と同期で11いただきありがとうございます。私も小谷先生と同期で11
年目なんですが、間6年長期休暇をいただいてまして、実年目なんですが、間6年長期休暇をいただいてまして、実

質はまだ経験もそんなにないんですが、初めて理事という質はまだ経験もそんなにないんですが、初めて理事という
ことですので精いっぱい先輩方にいろいろお聞きしながことですので精いっぱい先輩方にいろいろお聞きしなが
ら一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞ1年間よら一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞ1年間よ
ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

若林　剛	会長若林　剛	会長
　今年は佐藤直前が重鎮として本年度直前会長として勤　今年は佐藤直前が重鎮として本年度直前会長として勤
めていただいたんですが佐々木年度になりますかそういうめていただいたんですが佐々木年度になりますかそういう
重鎮にはなれませんけども、一応経験者として1年間です重鎮にはなれませんけども、一応経験者として1年間です
ね引き続き今度サポートができればなあというふうに思っね引き続き今度サポートができればなあというふうに思っ
ています。ています。
　特段何もないんですけども、その後の50周年の会長も　特段何もないんですけども、その後の50周年の会長も
決まったということで、その前の佐々木さんと私はずいぶ決まったということで、その前の佐々木さんと私はずいぶ
ん皆様にご迷惑をかけたんだなあとあらためてお詫びしん皆様にご迷惑をかけたんだなあとあらためてお詫びし
たいと思います。そういう中で次年度は「はい」と「イエたいと思います。そういう中で次年度は「はい」と「イエ
ス」とどっちかということでぱっと決まりました。私も古田ス」とどっちかということでぱっと決まりました。私も古田
さんについて小谷先生のところに行ったんですけども、さんについて小谷先生のところに行ったんですけども、
待ってましたとばかりでした。これは、事前には絶対漏ら待ってましたとばかりでした。これは、事前には絶対漏ら
してはいけないよと古田実行委員長から歴代会長にもうしてはいけないよと古田実行委員長から歴代会長にもう
強いお達しがあったにもかかわらずなぜかゴルフの時に強いお達しがあったにもかかわらずなぜかゴルフの時に
…。ヤナセはコンプライアンスがないですね(笑)。…。ヤナセはコンプライアンスがないですね(笑)。
　そんな中ですが、ほんとに50周年の我々にとっても記　そんな中ですが、ほんとに50周年の我々にとっても記
念すべき年の会長が決まりましたし、この実際の準備され念すべき年の会長が決まりましたし、この実際の準備され
るのは佐々木年度の時になります。この中でまた実行委員るのは佐々木年度の時になります。この中でまた実行委員
会を作りながら、総力を結集して50周年の準備を進めて会を作りながら、総力を結集して50周年の準備を進めて
いくことになります。いくことになります。
　ただ1つお忘れなきように。その前にIMはあります。IM　ただ1つお忘れなきように。その前にIMはあります。IM
が終わってから、50周年のことを考えていただきたいなとが終わってから、50周年のことを考えていただきたいなと
思います。思います。
　ということで直前会長のご挨拶とさせていただきます。　ということで直前会長のご挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。　ありがとうございました。


