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1 年半、副会長の木村さん、臼田さん、幹事の尾崎

「2020～2021 年度 通常総会」於：だいえい

さんには大変お世話になり、ありがとうございまし

◆開会点鐘

た。そして会員の皆様には全ての事業に対してのご

◆会長挨拶

土屋佳久
本日の通常総会、沢山の出席

理解ご協力を頂き感謝いたします。ありがとうござ
いました。

を頂きありがとうございました。 ◎定足数の確認報告のあと、総会次第に従い議事は
1 年前の挨拶で年間事業について、

滞りなく終了

外への発信として第 5 回タグラグ
ビー講習会の成功と、そして何
より第 20 回を迎える髙木守道杯
関市中学校軟式野球リーグ戦、
この最後の大会を必ず成功させ
る！と強い意志で臨みました。昨年 12/7 閉会式とイ
ベントに守道さんと現中日ドラゴンズコーチの荒木
雅博さんを招いてのトークショー、本当に楽しく思
い出に残る日となりました。ただ、まさかその数ヵ
月後に守道さんが亡くなるという事は思ってもみま
せんでした。本当に残念でなりません。その時、守
道さんから頂いたプレゼント、サインボールやサイ
ンバットなどが抽選で当たった子供たちは最高の思
い出となったはずです。又会員向けの発信として重
要視したかった事は親睦です。関ロータリークラブ
の年齢層は 30 代、40 代、50 代が全体の 6 割以上を
占めています。これからクラブを発展させていく為
には今一度会員間の親睦を深める事が大切だと思い
スタートしました。前半は納涼例会、クリスマス例
会など順調でしたがメインとなる家族旅行が中止と
なった事が悔やまれるとこであります。この親睦に
関しては永遠のなくてはならないテーマです。今後
も会員同士が程よい距離間で親睦を図り益々発展す
る事を祈っております。最後に準備期間も含めて約

◆直前会長挨拶

土屋佳久

木村会長、加藤副会長、酒向幹事、1 年間頑張っ
てください。ここ数年は思いがけない事が起こって
います。加藤会長のときは豪雨災害のボランティア
活動、スリランカへの消防車寄贈事業、そして今年
はコロナ、まだコロナに関しては続くと思いますが
予定しています事業が無事にできる事を願っており
ます。日頃の行いが良い木村さんなら大丈夫でしょ
う。
◆直前副会長挨拶

木村聡

土屋会長のもと、一年間副会長を務めさせて頂き
ましたが、後半戦は未曾有のコロナ禍により開店休
業状態となってしまい、大変残念な思いでした。予
定者段階では、ベトナムへの中古ランドセル寄付事

業について検討をし、わいわい楽しく企画を進める

皆様のご協力、ご理解のおかげをも

ことができていましたが、途中ベトナム政府が中古

ちまして幹事の職を何とか終える日

品の輸入は禁止との方針を示されたことで一転中止

を迎えることができました。就任当

に追い込まれてしまいました。気の合う仲間と、話

初は

せば話すほど良いアイデアが出てきて、企画に肉付

変だから」との言葉から緊張と覚悟

けがされていく課程は、本当に楽しませてもらいま

を持ってスタートさせていただきま

先輩方からの「幹事が一番大

した。しかしそれが一転中止に追い込まれたことは、 した。例会のぎこちない司会にもご容赦をいただき
現在の状況を暗示していたのかもしれません。この

ながら期間の前半は何とかこなすことができました。

経験を次の会長職に生かして頑張って参りたいと思

土屋会長の私への気遣いもいただきながら例会の司

います。こんな一年でしたが、メンバー各位のご協

会にも慣れ

力により、安全無事に終えることができました。皆

なく出席できるようになったころ

コロナウィルス

様に謝意を表しつつご挨拶の言葉とさせて頂きます。 感染症の影響から例会のみならず

いくつかの事業

他クラブとの会合にも気後れすること

一年間ご協力有り難うございました。

が行えなかったことが残念です。今しばらく現在の

◆直前副会長挨拶

状況が続き

臼田龍司

ｗｉｔｈコロナでの活動が続くと思わ

昨年度副会長を務めさせていただ

れますが次期の三役さんに協力しロータリー活動を

きました、臼田です。一年を振り返

盛り上げていきたいと思っております。1 年、幹事

ると、やはり一番の出来事は、
「コロ

職を経験させていただきありがとうございました。

ナウィルス」という全世界を脅かし

◆新会長挨拶

木村聡

たウィルス感染の影響であると思い

本年度栄えある関ロータ

ます。職業奉仕というロータリーの

リークラブ会長を務めさせ

重要な指針も脅かされるほど、大きな出来事であり

て頂くことになりました木

解決されることはなく、今後も「Ｗｉｔｈコロナ」

村聡です。まだまだ浅学菲

という新常識の基での生活になる事と思います。そ

才の身でございます。是非

のよう中で、ロータリークラブの一番重要な例会も

ともメンバー皆様方のお力

長い間実施することが出来ませんでした。長い間ロ

添えを宜しくお願い致しま

ータリークラブのメンバーの方々の顔を見る事すら

す。

できない状態が続き、改めて例会の重要さが分かり

さて、まずは昨年度三役の皆様方、大変お疲れ様

ました。何気なく参加していた例会でも皆さんのお

でした。特に年が明けてからの後半戦は、未曽有の

顔を拝見し、情報交換し、それらによる新しい考え

コロナ禍に見舞われ、活動が思うに任せない状態と

や発想が生まれたり、刺激を頂いたりと、1 時間程

なってしまったこと、大変口惜しかったことと思い

度の時間ですが、例会に参加する意義を改めて認識

ます。臼田君、尾崎君は次回三役を務めて頂く際に、

できたように思います。コロナウィルスの感染拡大

是非リベンジを果たして頂きたいと思います。

を防止するために例会の中止を三役で決めましたが、

また、のち程入会式がございますが、まずは二名

当時は仕方が無いと考えていました。しかし、今後

の大変有為な新会員をお迎えすることができました。

も「Ｗｉｔｈコロナ」という新しい生活を余儀なく

入会を決断して下さった秋栃さん、真鍋さんは勿論

され、さらに自然災害や新しいウィルスの発生など

のこと、お二方をお誘い頂く労を取って頂きました

この世界がどうなるか分かりません。そのような状

メンバーに謝意を表したいと思います。

況下でもロータリークラブのメンバーと情報交換で

本年度テーマを「志～奉仕の理想を高き志で実践

きるような仕組みを作り上げることが、今後のロー

しよう」とさせて頂きました。私は「志」という言

タリー活動には必要であると感じました。今年度副

葉が好きです。ある方向を目指す気持ち、心に思い

会長としては何もできませんでしたが、コロナウィ

定めた目的や目標、或いは相手を思う気持ちなどの

ルス感染拡大という異常事態で感じたことを今後の

意味があり、熟語としても意志、闘志、有志、大志、

ロータリー活動に生かせていければと思います。今

立志・・・etc 前向きなものが多いです。まずは志

年一年大変お世話になりました。ありがとうござい

を立てる事。つまり心に想いを持つことが大切だと

ました。

思います。志を何処に、そしてどのように立てるか

◆直前幹事挨拶

尾崎嘉彦

皆様一年間有難うございました。土屋会長のもと

は各自の価値観に依るものと思いますが、大きく、
そして高く立て、それに向けて努力し続けることは、

必ずや自分の人間を大きくしてくれるものと信じま

どは大いに学びがある筈です。メンバー同士の情報

す。クラーク博士は「少年よ大志を抱け」という言

をもっと知り合い、メリットがあれば積極的にモノ、

葉を残しましたが、中高年だって大志を抱き続けね

サービス、ノウハウそして情報などを利用し合うこ

ばなりません。コロナ禍での年度スタートとなりま

とは、互いに高め合える関係を築けるのではないで

すが、こういった状況下での奉仕活動って相応な志

しょうか。その他の例会に関しましても、「学び」と

が必要だろうなと思います。しかしこういう時こそ

いう点に留意して頂きたいと思います。他の団体で

原点を見つめ直す良い機会とするべきで、ロータリ

はない、ロータリークラブを通して行う「奉仕」の

ーの本質である「職業奉仕」を改めて正しく、そし

意義を意識する一年としたいと思います。状況下、

て深く理解することで、ロータリーを通した立志の

メンバー各位には何かとご不便をお掛けしたり、お

礎が築けるものと考えます。こうした中、臼田委員

手間を取らせたりすることになりますが、宜しくご

長の職業奉仕委員会には、本年度改めて「職業奉仕」 容赦頂きますと共に、例年以上のご協力を偏にお願
についての勉強会を開催して頂きます。これにより

い申し上げてご挨拶とさせて頂きます。一年宜しく

土台であるロータリー活動の意義を再確認したいと

お願い致します。

思います。さらに予定者の段階から相当動いて頂い

◆新副会長挨拶

加藤照彦

ているのが、福田委員長の社会奉仕委員会と岩本委

今年度、副会長を仰せつかりまし

員長の新世代委員会です。それぞれタグラグビー普

た新東建設の加藤です。大変な重責

及事業と中学校野球大会を抱え、いずれもコロナ禍

にプレッシャーを感じております反

によって一旦組み立てた事業計画を大幅に修正して

面、物事をスタートさせる時の意欲

頂いております。昨年通りで進められる部分はほと

や緊張感も感じておりますが、この

んど無く、外部協力者との摺り合わせを含め本当に

今の気持ちを忘れずに持続して行きたいと思ってお

ご苦労をお掛けしています。また岩倉委員長の親睦

ります。さて、昨今新型コロナウィルス感染の影響

委員会もコロナ禍での親睦事業というものを、
「安全

により、日本経済は 100 年に一度の大不況と言われ、

に楽しく」をキーワードに一生懸命模索してくれて

多くの企業が破綻し、このままいくと年内には失業

います。基本的には全ての事業を、状況に応じて形

者が 300 万人に達すると言われ、企業のあり方や

や時期を変えてでも実施する方向で準備を進めてい

人々を取り巻く環境や生活形態が変わり、世の中が

ますが、唯一全く見えないのが塚田委員長の国際奉

ウィズコロナ時代に大きく変化しています。この変

仕委員会のフィリピン視察旅行です。こちらも大ま

化した時代の中 クラブ運営や対応は、かつてない

かなプランは既に立てて頂いていますが、何せ現在

様々な問題や課題に直面すると思います。木村会長

渡航禁止の状態ですし、仮に解除されても一定の安

にしっかり見定めていただき、一緒に支え、時には

全が確認できるまでは実施できません。委員長さん

ブレーキとなり、時代に適応できるよう一生懸命お

のご苦労に報いていきたいとの思いは強いですが、

手伝いをさせていただきたいと思います。皆様には、

一番大切なのは参加メンバーの安全ですので、状況

一年間ご指導いただきます事と共に、ご理解とご協

の変化を見ながら判断して参りたいと思います。な

力を賜りますようよろしくお願い申し上げて新任の

お本年度事業への参加に関しましては、従来通りの

挨拶とさせていただきます。

皆様のご都合とともに、感染リスクを各自の責任に

◆新幹事挨拶

酒向德享

おいてご判断頂きたいと思います。安全な設営を心

本期、幹事を仰せつかった、酒向

がけますが、100％というものはありません。しかし

德享です。例会、研修等の勉強する

従前ご紹介させて頂いたように、いつも以上にご苦

場もなく、本期がスタートしました。

労をかけて事業の実施に向けて動いてくれているメ

とても緊張しておりますが、精いっ

ンバー達がいます。その辺りもご考慮の上、参加者

ぱいの力で、会長、副会長を支えら

自身がコロナ対策を十分に意識して頂き、安全で実

れるよう頑張りたいと思います。

りある事業を推し進めていきたいと思います。皆様

◆委員会報告

のご協力を宜しくお願い致します。例会につきまし

◎ニコボックス委員会 委員長 山田一成

ても、「例会は道場」を実現すべく、まずは 3 回の自
社ＰＲ例会を開催します。講師を外部からお呼びす

直前会長・副会長・幹事の皆さん･･･皆様、一年間あ
りがとうございました。

るのも一つの方法ですが、メンバー自身が立派に事

新会長・副会長・幹事の皆さん･･･三役さん、コロナ

業を取り仕切ってみえるのですから、その経験談な

で大変な 1 年間でしたがお疲れさまでした。新会員

の、秋栃様、真鍋様、関ロータリークラブへようこ

◆2019 年度ゴルフ会

そ。ともに高めあえる活動ができる事、嬉しく思い
ます。コロナの影響を受けながらのスタートとなり
ましたが新三役をどうかよろしくお願いします。
酒井泉さん･･･土屋会長はじめ前三役の皆様、不遇
な一年間を本当にお疲れ様でした。決断だけを迫ら
れる事ばかりで、未消化の毎日、ご同情申し上げま
す。木村会長はじめ新三役の皆様、まだまだ通常と
は違う変則的な運営が続くと予想されますが、英知
を絞りできる限りのロータリー活動を期待しており
ます。
出席全員･･･土屋会長をはじめ直前三役の皆様、難
優勝：藤井淳さん

局を見事に乗り切られ苦渋の決断が多かったとは申
せ、本当に一年間ご苦労様、そしてありがとうござ

◆委嘱状授与

いました。木村会長はじめ新三役の皆様、まだまだ
困難な日々が続きますがどうか見事に関 RC を導いて
くださいますようお願い申し上げます。
福田春彦さん･･･この度は温かい誕生日カードをお
送りいただき誠にありがとうございます。まだまだ
未熟な私ですが、皆様に喜んでいただけるようロー
タリー活動や自事業を頑張っていきたいと思います。
新会員真鍋さん・秋栃さん･･･よろしくお願いします。
これから頑張ります。
高木登企久さん･･･本日はこのコロナ禍のなか、た
くさんのメンバー様が当店にお越しいただきありが
とうございます。また、前三役の皆様お疲れ様でご
ざいました。木村新会長様、微力ながら応援申し上
げます。

○国際ロータリー第 2630 地区 ロータリー財団
地区補助金小委員会 委員長 堀部哲夫さん
○奨学金・学友担当 委員

◆2019 年度 ニコボックス投函ベスト 5

三輪雄彦

○ポリオプラス小委員会 委員 加藤浩二さん
○社会奉仕委員会

委員 長尾一郎さん

◆新会員入会式

秋栃達也さん

真鍋孔透さん

◆幹事報告
◎早川力さん 6 月末日をもって退会

1 位：後藤信介さん
2 位：林昇さん

2 位：粟倉晋吾さん

4 位：長尾一郎さん

5 位：山田一成さん

1971 年 3 月入会 49 年在籍
◎清水公男さん 6 月末日をもって退会
1981 年 1 月入会 39 年在籍
次例会のご案内

7 月 28 日（火）12：30

「新会員スピーチ」 於：関市文化会館
秋栃達也さん・真鍋孔透さん

