
湯澤会長、山口幹事、1年間ご苦労様でした。…と云いたい処ですがお二
人にはさぞご不満だろうとお察し致します。従って近い将来再度ご就任下
さい。私は6月6日にワクチン注射を打ち終わりちょっと安心です。

本多さん、先日はゴルフ場の予約ありがとうございました。遅くなりました
が、奥さんへの誕生日のお花ありがとうございました。
皆さん一年間お疲れさまでした。
妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。
1年間ありがとうございました。
最後の例会となりました。コロナで十分な仕事はできませんでしたが、1
年間ありがとうございました。
湯澤信雄さん、山口さんお疲れ様でした。
家内の誕生日にはキレイなお花を有難うございました。
今週日曜日に2回目のコロナワクチンを受けてきました。会場で品の良い
レディにナンパされました。どう考えても65才以上と思われましたので丁
重にお断りしました。
久し振りです。入江君が大変!!4回目の心筋梗塞です。たばこそろそろやめ
るかなぁ
以前メンバーであった稲垣豊さんが6月17日に亡くなられました。とても
悲しいです。合掌。
湯澤会長、山口幹事、理事・役員の皆様、コロナ禍において一年間ご苦労
様でした。コロナ1回目の接種を終わり、7月には2回目です。
早く通常のロータリー活動に戻りたいなあ！
本日、米山奨学生の周軒君が例会に初めて出席されます。
宜しくお願いいたします。
本日をもちまして退会させて頂きます。
5年間本当にお世話になり、ありがとうございました。
三千世界のコロナをコロシみなで楽しくロータリー
皆様1年ごくろうさんでした。
皆様お元気ですか。私は1回目のワクチンを打ちました。
湯澤会長、山口幹事、１年間ご苦労様でした。

会長挨拶
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　皆さんこんにちは！そしてお久し振りです。
　4月15日観光ホテルでの例会から今日まで休会と
させていただきましたので、およそ2ヶ月ぶりの例会
です。皆さんご承知の通り6月20日で愛知県の緊急
事態宣言は解除となりましたが、7月11日までは、ま
ん延防止等重点措置をとるという事で今期最後の
例会という事もあり夜間例会を昼に変更し、感染対
策を十分とっての開催としました。
　さて、この一年を振りかえってみると、関谷直前会
長から会長職を引き継いだ7月は例会を開く事ができましたが、8月には感染
者が急増し8月9月と休会し、10月に再開、11・12月はなんとか例会ができ
ましたが、また1月・2月と休会、3月に再開して、また4月末から休会と42回予
定していた例会をほぼ半数の18回お休みとなってしまい、本当にコロナに振
り回わされた一年でした。私にとってRCの例会がないとこんなに時間を持て
余すものか、また夜に散策もままならず新婚の時以来30数年ぶりに奥さんと
ほぼ毎日夕食を共にするという不思議な一年でした。
しかしながら、梅村副会長や山口幹事、理事役員また皆様のご協力、ご支援
のおかげでなんとか会長職を務める事ができました。大変ありがとうござい
ました。
　次年度堀会長年度につきましては、7月の第1回と第2回が休会の案内が
来ましたがその後についてはなんとか終息に向かい、皆様RCライフを楽しん
でまた夜の街で酒を酌み交わせる様願いまして、最後の挨拶とさせていただ
きます。

ニコボックス 渡邉将之ニコボックス委員

会員71名　出席48名  （出席計算人数54名）

出席報告 渡邉将之出席委員

出席率　73.8％

湯澤信雄会長
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野﨑　洋二さん

平野　好道さん
関谷　俊征さん
佐治　寬行さん
湯澤　信雄さん

山口　哲司さん
鈴木　淑久さん
伊藤　　豪さん

松波　恒彦さん

内田　久利さん

亀井　直人さん

稲葉　　徹さん

森　　裕之さん

安岡　克明さん
萩原　孝則さん
岩本　成郎さん
宮﨑　信次さん

堀　　慎治さん　森　　恒夫さん　渡辺喜代彦さん
岩田　修司さん　長瀬憲八郎さん　梅村　昌孝さん
市岡　正蔵さん　田中　　宏さん　北岡　寿人さん
内藤　晶文さん　渡邉　将之さん　新見　光治さん
杉山　裕一さん　原田　敬生さん　村上　　学さん
櫛田　篤弘さん　鳥山　政明さん　本多　誠之さん
花井芳太朗さん　松田　浩孝さん　長谷川　隆さん

　皆さんはじめまして。私は周軒と申します。中国か
ら来た留学生です。今は愛知医科大学の大学院3年
生です。私の専門は統合疼痛医学で慢性疼痛に関す
る研究に取り組んでいます。今回は世話クラブの皆
様と交流し、様々な活動に参加することを楽しみにし
ています。これからもどうぞよろしくお願いします。

米山奨学金授与 米山奨学生　周 軒さん

米山奨学生の周軒さんに奨学金が授与されました。

花束贈呈
湯澤会長、山口幹事、梅村副会長に花束が贈呈されました。

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
2021年6月24日（木）  晴  第42回　下期納会　

第1968回例会

司 会
ゲ ス ト

星野一郎親睦活動委員長
米山奨学生　周　軒さん

：
：

米山奨学生　周軒さん挨拶



例会のご案内
■今週

■次週

7月1日（木）    定款により休会  

定款により休会  

■次々週卓話及び行事

7月8日（木）    

7月15日（木）    
会長挨拶：堀慎治さん
第1回クラブフォーラム（決算・予算）

懇親会

次週7月1日(木)、次々週の7月8日(木)の例会は休会となりましたのでお
間違えのないようにお願いいたします。
次々週7月8日(木)12時30分より、第1回理事会・クラブアッセンブリー
開催予定です。場所はヒルトン4階「杉の間」です。
7月1日(木)、19時30分よりウインクあいちにて熱田RACの例会があり
ます。担当は近藤茂弘さんと星野一郎さんです。
7月12日(月)16時30分より、瑞陵高校IACの例会が行われます。
担当は伊藤豪さんと杉山裕一さんです。
台北延平RCから感謝のお手紙を頂いております。6月4日に日本の管首
相より、台湾へ新型コロナワクチンが無償提供されました。台湾ではその
件が取りあげられ、それについて延平RCより感謝のお手紙を頂いており
ます。最後の部分を少しだけご紹介いたします。
「損得抜きでサポート下さった日本国政府と日本国民に対し、台湾の我々
はこころから感動並びに感謝をし、日本国政府や日本国民からの温かい
ご支援と姉妹クラブの皆様との深い友情を一生忘れません。末筆になり
ますが、言葉では言い表せないほどの感銘をもちまして貴クラブの益々の
ご隆盛、皆様方の益々のご活躍そして日本と台湾との末永い交流発展を
心より祈念いたしております。」
とお手紙を頂いております。
今月末をもちまして会員の田中政雄さんと安岡克明さんが退会されるこ
とになりました。田中政雄さんからご丁寧なお手紙を頂いております。
「いつもお世話になります。永い間お世話になりました。ありがとうござい
ました。瑞穂RC様の益々のご発展をお祈り申しあげます。」

　皆さんこんにちは。ギリギリのタイミングでの挨
拶となってしまいますが、皆様とご一緒出来たこの
5年間は本当に楽しかったなと言う思い出でいっ
ぱいです。山本英雄から引き継ぎ、引き継いだあと
にゴルフなどに誘って頂き､非常に皆さんと仲良く
出来たと思っています。甲子園や野球にも連れて
行って頂きましたし、夜の会食やそういった部分も
皆さんから心温まる助言など頂き、なんとかやって
来られたのかなと思っています。
　名古屋へ単身赴任しましてちょうど9年と3ヶ月になります。母親も85才
になり、そろそろ戻って来いという話もあり、1度東京に戻りいくつかのミッ
ションを手伝いながら会社に最後のご奉公をしていきたいなと思います。
サラリーマンでございますので、このタイミングが来るだろうとは思ってい
ましたが、実際来てみると悲しい思いが強くて､名古屋で会社を作った方
がいいんじゃないかと思ったりもしました。そこまでの力量もないものです
から、まずはゼロックスという会社もなくなり、富士フイルムビジネスイノ
ベーションという会社になります。若返りを図り、全国の支社長が非常に
若いです。そういった支社長を支えるという事で全国を回りながら､早く会
社が立ち上がるように貢献していきたいという風に考えています。その中
で名古屋にも来ると思います。木曜日を狙ってお邪魔出来るように､休会
になっている可能性もありますが、お邪魔して皆さんに元気な顔をお見せ
できればと思っています。長くなりましたが本当に皆様には感謝しておりま
す。本当に有難うございました。また引き続きよろしくおねがいします。

　1年間皆さまご苦労様でした。会長は年度の自分で
決めた方針に向かってリーダーシップをとって頑張る
というのは大事な事だと思いますけれども、同時に
ロータリークラブそのものをいかに健全な形で運用し
て次年度に繋げていくか、これもとても大切な事では
ないかと思っています。時代は誰も選ぶことはできませ
ん。このコロナ禍の最中での年度でありましたから、通
常の年度とは違うご苦労がたくさんあったと思います。湯澤会長、本当に1年
間ご苦労様でした。
　納会が昼開催という事で、正直申しあげて余り雰囲気がなくて､おまけに
ノンアルコールという事で､全く気合いが入りませんが1年間会長幹事を始
め、委員長の皆さんにご苦労頂いて､その皆さんに感謝と敬意を込めて、皆さ
んで乾杯したいと思います。ご起立をお願いします。それではよろしくご唱和
をお願いします。乾杯！

幹事報告
・

・

・

・

・

・

山口哲司幹事

退会挨拶

ゴルフ部会5月度（第414回） 開催日:5月7日(金)

委員会・同好会報告

ゴルフ部会6月度（第415回） 開催日:6月25日(金)

乾杯：関谷俊征直前会長

　皆様こんにちは。久しぶりに皆さんのお顔を拝見出来て大変嬉しく思いま
した。ご出席ありがとうございました。コロナ禍という事で大変だったと思い
ますが、準備や手配など関係の委員会の皆様､どうもありがとう御座いまし
た。お疲れさまです。そして湯澤会長お疲れさまでした。山口幹事お疲れ様で
した。そして各委員会の委員長の皆様､委員の皆様クラブの運営にご尽力を
頂きましてありがとうございました。それでは皆様のご健康とご多幸、そして
クラブの益々の発展を祈念いたしまして､一本締めで締めたいと思います。ご
唱和下さい。ありがとうございました。　

閉会の挨拶：梅村昌孝副会長

懇親会の様子

優勝 大嶽　達郎さん
今川　知也さん2位

グロス HDCP ネット
87
74
78

17.2
7.6
8.8

69.8
66.4
69.2堀　　慎治さん3位

氏名

名古屋ゴルフ倶楽部和合コースにて、第414回ゴルフ例会が開催されま
した。

優勝 岩田　修司さん
田中　　宏さん2位

グロス HDCP ネット
48
40
36

12.0
4.8
0.0

36.0
35.2
36.0堀　　慎治さん3位

氏名
三好カントリー倶楽部にて、第415回ゴルフ例会が開催されました。

次回7月度ゴルフ例会は7月27日（火）愛知カンツリー倶楽部にて開催さ
れます。18:00～は、あつた蓬莱軒「本店」にて総会が開催されます。

安岡克明さん
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