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第 31 回 （ 通 算 1995 回 ）

１．地区より
⑴ 2021-22 年度地区資金予算案の電子投票結果の報告が届いております。
⑵ 日本事務局より次年度国際大会の案内が届いております。
⑶ ローターアクトより、次年度の地区交流会の開催の案内が届いております。
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創立記念例会

２．兵庫陶芸美術館より
展覧会の案内が届いております。

˅᭨

令和３年６月 23 日（水）

３．加古川 RC、明石東 RC、姫路 RC、姫路南 RC より
例会変更のお知らせが届いております。
回覧いたしますので、御確認お願いいたします。
今年度最後の幹事報告となります。1 年間ありがとうございました。

ʔࠚᣜƩǈྐྵȊౣǥǕǝ 

会長・幹事退任挨拶

西田 光衛
めったにないコロナ禍の会長、幹事さん大変な一年
でした。明日からゆっくりしてください。

村上 則宏
一年間皆さんには、大変お世話になりました。やっと
肩の荷がおりてホットしています。

北田 伸一
長きに渡り例会のお弁当を担当させて頂きありがとう
ございました。行届かない点ありましたら、この場を
お借りしておわび致します。
今後共よろしくお願い致します。

三枝 丈次
一年間お世話になりました。ありがとうございました。

増田
櫻井
廣瀬
森本
井野

耕太郎・庄司
武・田中 浩行
宣孝・矢野
聡・松下 和雄
明正・坂口 嘉久・佐野 栄作
匡裕・川口 英之・大村 裕史
隆弘・伊藤 勝之・川崎 一生

京谷 愼平・三枝 丈次
創業記念日の御祝ありがとうございました。

西田
矢野

2020 〜 21年度 最終例会を迎えて会長、幹事、理
事役員の皆様おつかれさまいろいろお世話ありがとう
ございました！

大橋 卓司・志方
田中 浩行・藤井

正昭・吉川
宏行

村上

光衛・原
聡

久美・入江

啓太

誕生日お祝い有難うございました。

田中 伸明・井野 隆弘・佐野 栄作

弘

結婚記念日の御祝ありがとうございました。

本日は、次年度より入会予定の（株）トクラ、都倉隆
宏さんをゲストにお迎えしています。皆様、よろしく
お願いいたします。

中谷 利幸・西田 光衛・濵田 喜重
花をかざりましょう。

プログラム予定 ◇

◇

7 月 7 日（水）会長・幹事就任挨拶
7 月 14 日（水）臨時総会【定款・細則・決算・予算承認】高砂ＲＣ会長・幹事訪問
7 月 21 日（水）各委員会事業説明会
7 月 28 日（水）休会【定款第７条第１節（ｄ）による】
●●

会

● 近隣クラブインフォメーションは、高砂青松ロータリークラブのホームページにてご確認ください。 ● ● ●
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クラブ会報・広報・記録委員長

矢

野

聡

則宏会長 退任挨拶

令和３年６月 23 日（水）

今年度は、武漢肺炎というウィルスに全世界が翻弄され続けた一
年でした。本来当たり前にできていた事が全て、普通に出来ない何
とも歯痒い一年であったと思います。そんな中で日本ロータリーも
100 周年を迎え、100 周年を祝う基調講演の中で千玄室委員長も新
たにロータリーを見直す良い機会だったと講演されています。今年
の RI テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」の通り、我が青松 RC
においても ZOOM 例会という新しいことにチャレンジする良い機
村上 則宏会長
会になったのではないでしょうか。先輩方には、不慣れなことにも
挑戦していただき本当に感謝しています。
一心五心という会長テーマでこの一年「ロータリーとは何ぞや」を考えてきましたが、先日
の千玄室さんの話にもあった無財の七施の考え方と一致すると確信しました。
「感謝」
「思いやり」
「尊敬」「責任」「信頼」の五心をもち自他を区別せず「お陰様で」という気持ちで職業を通じて
見返りを求めず奉仕する事が私の結論です。皆さんも改めてロータリーに参加する意義を考え
られた一年ではなかったでしょうか。
振り返りますと、ロータリー歴わずか 9 年弱の私が何とか今日まで会長職をできましたのは、
単に会員の皆様方のご協力に他なりません。不安な気持ち一杯で初例会の会場に入った時、櫻
井委員長率いる S·A·A の青柳さん、藤井さん、原さんが揃って迎えてくれた時は、嬉しかったで
すね。これで今年はいけると思いました。いつも会場監督有難うございました。
コロナ禍の中で、予定していた行事が殆ど中止になる中、大橋社会奉仕委員長には、恒例の
竹田契ー先生による講演動画を WEB で配信して頂き、そのお陰で視聴回数が 1891 回という記
録まで作って頂きました。通常の講演会では、一回限りそれも会場に足を運んだ人しか聞けな
い話を期間中は何度でも聞く事ができ、より多くの人に発達障害を理解してもらえたと自負し
ております、これも災い転じて福となすですね、本当に有難うございました。
濵田職業奉仕委員長には、地区にも出向して頂き、勉強された職業奉仕の理念「職業あって
の奉仕」という持論を話して頂き大変勉強になりました、時間が短かったのでまた改めて詳し
く話を聴きたいと思いました。
吉川青少年奉仕委員長には、数多くの青少年健全育成活動を推進してこられた坂東隆弘様を
呼んで頂き貴重なお話を聞く事ができました。残念ながら実現できなかった「らんま先生によ

高砂商工会議所会議室（2F）
高砂市高砂町北本町 1104

電話（079）443-0500

本誌は、職場や家庭に持ち帰って、皆さんでご一緒にお読み下さい

る子供たちへの講演会」を 2 年越しで色々と熟考して企画して頂いた事に感謝いたします。
川崎国際奉仕委員長には、予定した事業ができずヤキモキされたと思いますが、佐野会員に
補助金の卓話を依頼して頂き有難うございました。
井野ロータリー財団委員長には、多くの寄付依頼をしていただき成果を出して頂き有難うご
ざいました。
伊藤米山奨学委員長には、初めての DVD 研修という形で卓話をしていただき有難うございま
した。
庄司親睦委員長には、例年の行事が出来ない中、色々と工夫をこらし何とか新年例会、十輪
寺での花見例会、税理士の大谷明様に「老いと相続」についてわかりやすく卓話をして頂きま
した。一番の親睦になったのはゴルフ同好会があったお陰で先輩とも楽しくお話ができた事が
幸いでした、ゴルフ場や景品の手配など本当にご苦労様でした。
志方出席・唱歌委員長には、慣れない ZOOM 例会にも参加して頂きご苦労をおかけしました。
坂口プログラム委員長には、度重なる例会中止や変更で色々とご足労をおかけしましたが、
合同例会が何とかできた事が嬉しかったです。
矢野クラブ会報・広報・記録委員長には、毎回写真をとって頂き週報作成ご苦労様でした、
バナーの卓話面白かったです。
西中増強・職業分類委員長には、小高会員、森本会員、川口会員の入会に尽力して頂き有難
うございました。また、金婚式おめでとうございます。
菱田会員選考委員長には、厳正な審査をして頂き有難うございました。またゴルフ同好会の
毎回参加もご苦労様でした。
佐野ロータリー情報委員長には、丸尾パストガバナーを呼んで頂き寄付をすることの意義や
多額の寄付をした時の「何とも言えない清々しさ」などの経験者にしかわからない気持ちを教
えて頂き有難うございました。
入江副幹事には、毎回のスムーズな司会進行本当にご苦労様でした。
三枝幹事、事務局の稗田さん、三方さんには、毎週の例会、毎月の理事会の段取りから打ち
合わせまでご苦労様でした。慣れない zoom の手配でも大変お世話になりました。
最後になりましたが、次年度の松下会長、入江幹事におかれましては、活気ある通常の例会
に戻り有意義な奉仕活動が再開されることを祈念し、エールを送りたいと思います。
フレーフレー松下！フレーフレー入江！！

青少年奉仕委員会 地区坂東様卓話
高砂市長 都倉様による卓話
親睦委員会 税理士大谷先生による ZOOM 卓話
合同例会におけるフォレスト不動産 阿黒様の講演
職業奉仕委員会 濵田委員長卓話
ロータリー情報委員会 丸尾パストガバナーによる卓話
社会奉仕委員会 竹田契一先生の講演配信、献血例会
出席唱歌委員会 例会開催時出席報告、例会前、食事の時の音楽
会員選考委員会 森本会員、川口会員、都倉会員の選考
プログラム委員会 緊急事態宣言における休会、ZOOM 例会に変更への対応
高瀬ガバナー公式訪問、森ガバナー補佐訪問
中止になった行事、計画していただいていた卓話等ありましたが、各委員長、副委員長、委
員の皆様に御尽力いただき、支えていただき、本当にありがとうございました。
村上会長には、高砂青松ロータリークラブの方向性を常にしめしていだだき、例会出席の重
要性について色々教えていただきました。本当にありがとうございました。
来月より新年度が始まります。松下会長、入江幹事の年度がスタートします。入江副幹事と
は、事前に例会の進行について話をして、進めておりましたが、どうしても当日に変更という
ことがありますが、そのことに動じず司会をすすめていける素晴らしい方です。松下会長を支え、
頑張ってください。
幹事としては、至らない私ではございますが、みなさんに支えていただき、ご指導いただき、
本日を迎えることができました。本当にありがとうございました。
以上で幹事退任のあいさつとさせていただきます。

例会記録
出 席 報 告

本日のゲスト

三枝

丈次幹事 退任挨拶

幹事退任ということで挨拶をさせていただきます。
1 年前の 7/1 にこの場所で、2020-2021 年度の幹事を務めさせて
いただくことの挨拶をさせていただきました。今思うと 1 年間早かっ
たのかなというような感じです。
この一年間、緊急事態宣言の発出が、2021/1/13 〜 2021/2/28、
三枝 丈次幹事
2021/4/24 〜 2021/6/20、2 度あり予定していたプログラムが開催
できなかったり、変更していただいたりしました。理事役員の皆様には、毎回の理事役員会の
場で、検討をいただきました。申し訳なく思っております。
村上会長から、ZOOM による例会を進めようという方向性をいただきましたので、8/16、
8/26、2/17、3/3、5/12、6/2、6/9 ZOOM 例会を開催しました。みなさんと試行錯誤しな
がら、今のハイブリッド型の ZOOM 例会にいきついております。しかし、いまの ZOOM 例会は、
音、マイクの問題もあり、今後の課題ではないかと思います。
本日は、みなさんと顔を合わせての通常例会です。とても、うれしく、お会いして話をする
ことの喜びを感じています。
各委員会の皆様におかれましては、この状況下でありながら、
増強職業分類委員会 年代別協議
国際奉仕委員会 佐野会員卓話
米山奨学委員会 米山記念奨学生紹介 DVD 鑑賞
クラブ会報広報記録委員会 週報プレイバック、バナー紹介
ロータリー財団委員会 丸尾パストガバナー公演 DVD 鑑賞
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見返りを求めず奉仕する事が私の結論です。皆さんも改めてロータリーに参加する意義を考え
られた一年ではなかったでしょうか。
振り返りますと、ロータリー歴わずか 9 年弱の私が何とか今日まで会長職をできましたのは、
単に会員の皆様方のご協力に他なりません。不安な気持ち一杯で初例会の会場に入った時、櫻
井委員長率いる S·A·A の青柳さん、藤井さん、原さんが揃って迎えてくれた時は、嬉しかったで
すね。これで今年はいけると思いました。いつも会場監督有難うございました。
コロナ禍の中で、予定していた行事が殆ど中止になる中、大橋社会奉仕委員長には、恒例の
竹田契ー先生による講演動画を WEB で配信して頂き、そのお陰で視聴回数が 1891 回という記
録まで作って頂きました。通常の講演会では、一回限りそれも会場に足を運んだ人しか聞けな
い話を期間中は何度でも聞く事ができ、より多くの人に発達障害を理解してもらえたと自負し
ております、これも災い転じて福となすですね、本当に有難うございました。
濵田職業奉仕委員長には、地区にも出向して頂き、勉強された職業奉仕の理念「職業あって
の奉仕」という持論を話して頂き大変勉強になりました、時間が短かったのでまた改めて詳し
く話を聴きたいと思いました。
吉川青少年奉仕委員長には、数多くの青少年健全育成活動を推進してこられた坂東隆弘様を
呼んで頂き貴重なお話を聞く事ができました。残念ながら実現できなかった「らんま先生によ
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