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第 407回 例会 

2022年 6月 22日 13:00～ 

■司 会 島村恵三 例会・出席・親睦委員長 

■斉 唱 手に手つないで 

■出席報告 出席者数 14 名 / 27 名 

 出 席 率 51.85 % 

■ゲ ス ト  

■ビジター 栄 RC 八神基 名誉会員 

ニコボックス 

〇 八神 基 名誉会員 

会長様、幹事様、一年間大変お疲れ様でした。 

〇 菊地富士子 会長 

本日は最終例会です。一年間、ありがとうござ

いました。次年度の島村会長、加藤幹事、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

〇 島村恵三 エレクト 

菊池会長、山田幹事、一年間お疲れ様でした。

次年度も宜しくお願い致します。 

〇 深見和久 例会運営委員長 

菊池会長、理事の皆様、一年間お疲れ様でし

た。ありがとうございました。最後にエールを送り

たいと思います。「アイリスロータリークラブに栄

光あれ！」 

〇 相京正子 会場監督 

短い期間でしたがお世話になりました。ありがと

うございました。 

〇 生田瀬津子 会員 

菊池会長、山田幹事、役員のみなさま１年間お

疲れ様でございました。 

会 長 挨 拶 

皆さんこんにちは。本日は第 407

回例会です。昨日２１日は夏至でし

た。昼間の時間が最も長い日で冬

至より 4 時間 50 分長くなります。梅

雨真っただ中であり、本日のように

厚い雲が覆う日が多いため日照時

間は冬より短くなります。 

いよいよ本年度最終例会となりました。この一年間本

当に大変お世話になりました。心よりお礼申し上げます。

八神名誉会員本日もご参加ありがとうございます。田嶋

名誉会員をはじめ水野名誉会員、八神名誉会員は私

たちアイリスロータリークラブ、またそれぞれの会員の成

長を温かく見守りくださりましたお陰で私たちは安心し

てクラブ運営をすることができましたこと感謝申し上げま

す。青木直前会長そして歴代の会長様により素晴らし

いクラブに築き上げくださり、それを受け不安の中で新

年度を迎えましたが、山田幹事、青木副会長をはじめ

理事役員の皆様に恵まれ、また会員の皆様ご支援ご協

力をいただき無事終えることが出来ましたこと心より感

謝申し上げます。 

会場監督相京委員長は現場を円滑に進めてくださり

会場を和やかな雰囲気にしてくれました。残念ながら後

任に引き継ぎ退会されます。ますますのご活躍をお祈

り申し上げます。例会運営・出席親睦深見委員長はい

つも楽しい例会進行を心がけてくださりありがとうござい

ます。素晴らしい社会奉仕をするためには会員皆が仲

良く笑顔のあふれる会をすることは大切なことです。藤

谷公共イメージ向上委員長はいつも素晴らしい Weekly 

Report を作ってくださりありがとうございます。奉仕プロ

ジェクト加藤正弘様、長谷川副委員長は小児がんの子

供たちへの継続事業をつづけること念頭に置きまた本

年度はボルジド会員の職場へ訪問。ビデオ訪問という

新しい企画をされました。ロータリー財団安井委員長は

チャーターメンバーの一人です。創立当初より安井委

員長の存在は私たちの安心をもたらし今も尚アイリス

RC の要でございます。奉仕プロジェクト青少年島村委

員長、米山奨学荒山委員長、会員増強委員長兼務の

私は様々の会合の出席しそのフィードバックをしてくだ

さりました。ありがとうございました。坂口委員、澤田委

員は受付でいつもにこやかに迎えてくださりありがとうご

ざいます。綿貫さんお怪我をされているにもかかわらず

出席くださりありがとうございます。山田幹事は入会 4年

目の幹事でありましたが、沢山のメールの処理や理事

会の司会進行など本年度の始まる前より十分に準備を

されました。残念ながら後半は仕事の都合で休みがち

になりましたが、私は幹事がいる例会はとてもうれしい

例会となりました。またいつも私たち二人を一番近くで

支えてくださいました荒山書記、加藤副幹事には重ね

てお礼申し上げます。 

顧みますと本年度はコロナのため 8 月中旬より 2 か

月間例会休会しました。10 月にはガバナー補佐訪問、

ガバナー公式訪問が控えておりました。またその開催も

危ぶまれる中また休会中のため会員との交流もなく大

変不安でした。生田委員の素晴らしい司会進行や会員

皆様のおかげで無事開催されホスト役を滞りなく終える
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ことができました。心より感謝申し上げます。反省点は

ございましたが、次回の成長のためにしっかり受け止め

活かしてまいります。11月には 地区大会・3RC合同例

会。12 月クリスマス例会はコロナのため当初は通常例

会になることもありうることを念頭に置き進めてまいりまし

たが、直前ご家族をご招待し、また岩崎委員により素晴

らしい合唱をお手配いただき、親睦委員会の皆様をは

じめ会員の皆様のご協力のお陰でとても穏やかな素敵

なクリスマス家族例会となりました。ありがとうございまし

た。2 月ロートアクト合同例会・3 月地区行事の IM は残

念ながら中止となりました。3 月 6 ロータリー合同例会。

４月 WFF。すべての行事を皆様のご協力をいただき滞

りなく終えることが出来ましたことお礼申し上げます。ア

イリスロータリークラブ例会は皆様のおかげですべて良

い例会となりました。 

印象に残った例会は私たちの社会事業に関する例

会ですが二つありました。一つは   星つむぎの村の

高橋さんと小児がん病棟に入院していたさちちゃんの

お母さまがいらした例会です。高橋さんよりプラネタリウ

ムの卓話をいただきました。ゲストでいらしたさちちゃん

のお母さまより、さちちゃんが楽しみにしていた星空を

病室でみたときのお話をたくさんいただきました。大変

貴重な時間でした。もう一つは 社会奉仕事業の名大

小児がん病院の高橋教授卓話をただいたときです。高

橋教授は物腰の柔らかいお方で、小児がん病棟のこと

や難しい病気の話をとても分かりやすく話してくださり、

また私達の奉仕事業が実際どのように役に立っている

かを丁寧にお話しくださいました。 

ゲスト参加・卓話くださった方々にお礼申し上げます。

周年式典のご報告を致します。昭和ロータリーの 30 周

年の式典 周年事業は川名公園に防災用のベンチや

テントを寄付されました。和合 RC と 25周年東山 RCの

八神純子さんの 50 周年キックオフコンサート。1000 人

以上のロータリアンが集い芸文ホールで美しいお声を

聴きました。和合 RC50 周年記念事業としてアジアのロ

ータリー仲間と連携し「One Asia One Rotary」の精神で

今後も人のつながりを大切に 100 周年めざしクラブ活

動に邁進されます。2026 年開催されるアジア競技大会

を支援しようと決意され、まず、オリンピックをはじめ国

際スポーツ大会の開催に関わりの深い大阪体育大会

大学原田宗彦学長の講演を企画されました。ゴルフ場

の深いラフでは真横まで行ってもボールが見つからな

いほど夏の草は深く、しっかり打たないと草に負けてし

まうほどです。「夏草や兵者たちは夢の跡」松尾芭蕉が

平泉で詠んだ句です。夏草は、日差しを一身に浴び生

きよい良く伸びて青々と茂る草のことを言います。湿気

の多い時期だけにムッとした青臭さがたちのぼります。

この言葉は万葉集や古今和歌集にも登場し、時代と問

わず、人間の周りでは変わらず、草が芽吹き 夏が訪

れるごとに その若々しい生命力に人々は魅せられま

す。 

次年度は当クラブの 10 周年となります。次年度の島

村会長、加藤幹事に無事引き継げますよう、最後まで

気を抜かぬよう職務を全うしますのでどうぞよろしくお願

いします。 

最後に４つのテストを確認しましょう。1 真実かどうか 

2 みんなに公平化 3 好意と友情を深めるか 4 みんな

のためになるか 

ロータリー活動が実り多きものとなりますよう、次年度の

島村会長 加藤幹事のご活躍を心より祈念致しまして

退任のあいさつとさせていただきます。 

一年間誠にありがとうございました。 

幹事挨拶 

山田幹事が本日ご欠席の為、幹

事からのご挨拶を加藤副幹事に代

読をお願い致しました。 

 

本年度、幹事を務めさせて頂き

ました「山田智博」です。本来であ

れば、本日この場において幹事とし

ての最後のご挨拶をさせていただく予定ではありました

が、急遽、仕事の都合にて欠席せざるを得ないこととな

りました。紙面にてご挨拶させていただくこと失礼いたし

ます。 

今期の幹事を務めさせて頂き、誠に有り難うございま

した。昨年の７月から一年余り、当初は不安の中、コロ

ナ禍も若干落ち着き、通常通りに戻りつつ例会が開催

されていたと思います。幸いにクラブ内で感染された方

もおられず、皆さまの元気なお顔を拝見しながら自身が

緊張していたことが懐かしいです。昨年今頃、ミスのな

い様に一生懸命作成したクラブ計画書の行事予定表

を眺めながら記憶を辿ってみますと。上期における思

い出は、何事も初めての事ばかりでしたので、すべてに

おいてあたふたする毎日でしたが、兎に角、クラブ年間

一大行事であると聞かされていた（重大なミッションであ

りミスは許されない‼）「ガバナー補佐訪問及びガバナー

公式訪問」の資料作りには苦労しました。これらの資料

は次年度以降にはデータとして残っておりますので活

用頂けたらと思います。 

ガバナー公式訪問では、ガバナー及び地区役員の

皆さまが開始時間より３０分早く到着し（アイリスは他の

クラブより例会開始時間が３０分遅い為、協議会も３０分

開始が遅いのですが…開始時間を間違えられたそうで

す。）、私が部屋に入ると皆さんに着席して迎えられ、な

んで？と、焦りました。その後の合同例会についても不

手際があり、お叱りを頂きました。終わってみれば思い

出でしょうか。 

下期については、年明けよりコロナのデルタ株が脅

威を増し、１月・２月と続けて休会となり、自身の中では

「ホッと」した感じ（休憩できる）と、怠け癖の様なものが

相交じり、また、仕事が多忙となり例会開催日とのバッ

ティングで出席できないことが多くなったことは、皆さま

に大変申し訳なく感じております。特に、月１回の理事

会に出席できないときは、司会進行を加藤副幹事に取

り仕切っていただきましたこと、この場を借りてお礼申し

上げます。 

このような出席状態でしたので、下期においては特

に印象に残る様なことがありませんでした。不器用なが

らも１年間何とかここまでこられましたのも、寛大な眼差

しでサポートをして頂いた、菊地会長をはじめ理事・役

員、そして会員皆様のお陰で乗り切れたと思います。ロ



 

3 

ータリーに関して無知で、力不足で至らぬ幹事ではあり

ましたが、会員皆様のご支援、ご指導のお陰で無事に

任期を終えることができそうです。これからもこの経験を

生かしていろいろな場所で職業奉仕活動を続けてまい

りたいと思います。 

最後に、この一年間、幹事という立場で学びの場を

頂いたこと、皆さまにあらためて感謝を申し上げ挨拶と

させて頂きます。１年間、本当にありがとうございました。 

相京正子会員退会のご挨拶 

このような時間をいただきありがと

うございます。 

7月 1日付けで、グループホテ

ルへの出向にともない本日が最後

の例会参加となります。昨年の 7月

からの 1年間という短い期間の中

で、例会参加はもちろん、昨年の

10月と今年の 4月に開催された名

古屋国際会議場での地区研修など勉強になりました。 

また、先ほど菊地会長、山田幹事からもお話がありま

したガバナー公式訪問では、終わった際には反省点が

山盛りあり次回へのリベンジが出来ないことがとても残

念です。 

あと雨の中ではありましたがワールドフードふれ愛フ

ェスタでのヘルプで、山田幹事と荒山米山奨学委員長

と東北の販売ブースで呼び込みをしたり、普段できない

ことも経験させていただきました。 

この 1年間、慣れない中 皆様の応援に心より感謝

いたします。来年度の 10周年のお手伝いができないこ

とも残念ですが、名古屋アイリスロータリークラブの今後

益々の活躍をお祈りいたします。 

１年間大変お世話になり、ありがとうございました。 

 


