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会長の時間(挨拶・報告)
本日の例会は、活動報告になりますので、報告をされる
皆さんには宜しくお願いします。尚、本日は先ほどもご紹
介しました通り、近野ガバナー補佐がビジターとして出席
されております。近野ガバナー補佐にはこの 1 年間大変お
世話になりました。心から感謝申し上げます。特に当クラ
ブが創立 60 周年という年度でもあり、いろいろとご支援
ご指導を頂きました。今後とも同じグループのローターリ
アンとして引き続きご指導をお願いします。

２０２１－２０２２
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さて、２０２１－２２年度も残すところ２回の例会とな
りました。最終の例会は恒例の夜の例会となりますので、
実質的な挨拶は今日が最後となるのではないかと思いま
す。創立 60 周年の記念すべき年度の会長として、大変力
不足で、会員の皆さんにご迷惑をおかけしたことも多々あ
ったのでないかと思いますが、何とか務めることができま
した。これもひとえに村田幹事を始め、会員の皆さんのご
協力のお陰であります。心から感謝申し上げます。特に
60 周年記念事業につきましては、コロナ化という厳しい
環境の中で、尾形実行委員長を先頭に全員の力を結集して
頂き、成功裏に終了することが出来ました。これまでの経
過や決算状況、あるいは反省点などについては、24 日の
反省会で行う予定をしていますが、次期の周年事業に引継
ぎができるようにしていきたいと考えますので、ご協力を
お願いします。
60 周年の事業が成功裏に終了しましたが、実行委員会
での協議は何といってもコロナに振り回されたというのが
実感でした。感染状況の変化の中で、何度も記念式典、祝
賀会は本当に実施できるのか、お互いストレスを感じなが
らの協議であったと思います。最終的には、コロナの感染
が落ち着いたところに偶然当たったという感じというのが
正直な気持ちであります。しかし、それも何か持っている
と言えるかもしれません。誰が持っているかはわかりませ
んが・・・・。一方で、年度方針で掲げた項目では、会員
増強などを始め、多くのもので達成できなかったことは、
私の力不足であり、お詫びを申し上げたいと思います。当
然、コロナ禍という環境での取り組みであったこともあり
ますが、もう少しきめ細かな取り組みが必要であったもの
と考えているところであります。本日の、活動報告の中
で、しっかりと反省点を見出しながら、来年度の活動に生
かせていければと思いますので、宜しくお願いします。
また、余談になりますが、私事とも言えるのかもしれま
せんが、この 1 年間の例会に、会長として皆勤となりまし
た。従って、挨拶も約 40 回となるのでしょうか、すべて
すべて自分の言葉で行わせて頂きました。何のことはな
い、本来の仕事が暇なことの表れ、と言ってしまえば、そ
の通りなのですが。当然途中で地域の役職などをやめたこ
ともあり、結果として皆勤となりました。それはそれとし
て、何が大変だったかというと毎回の挨拶を考えることで
ありました。先輩の会長経験者の方からも言われていまし
たが、実際には大変でした。挨拶では、肝心なロータリー
に関する話が少なったことを反省しておりますが、自分の
勉強不足も反省しております。いずれにしても、会長とし
て務めることが出来ましたのも会員の皆様のお陰であり、
重ねて御礼と感謝を申し上げ挨拶と致します。
大道寺 信 会長
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幹事報告
・被推薦者の氏名公開をいた
します。お手元の資料をご覧
ください。異議ある方はお申
し出下さい。
・白鷹ＲＣよりご連絡が届い
ております。今年度の４クラ
ブ合同例会の担当クラブを訂
正する内容です。
村田 剛 幹事

各種報告

伊藤克也会員
先週金曜日、会員有志による協議会を行いました。クラ
ブの将来についてご意見をいただきましたのでご報告いた
します。
２０２１－２０２２

・ローターアクトより出席依頼がありました。今後も、頻
繁に参加したいと思います。
プログラム委員会

国際ロータリー 第２８００地区

７月のプログラムについて次年度理事会の承認をいただ
きました。お手元の資料をご覧下さい。２週にミニ卓話も
行う予定です。４週はガバナー公式訪問が予定されており
ます。１００％例会をめざし、会員皆様のご出席をお待ち
しております。
齋藤裕之委員長

長井ロータリークラブ

ニコニコＢＯＸ
近野ガバナー補佐を歓迎して

大道寺信会長

近野ガバナー補佐にはお世話になりました。横澤寿彦会員
また、近野ガバナー補佐より寸志をいただきました。あり
がとうございます。

ゲスト紹介
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第 6 ブロックガバナー補佐
近野

永順

様

６０周年おめでとうございま
した。また、このＢ地区から
ガバナーノミニーデジグネー
トを輩出するとうかがってお
ります。長井クラブも置賜の
なかで一番歴史と伝統がある
クラブです。他のクラブとの
交流を続け、２８００地区の
発展に寄与するよう期待いた
します。
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会場監督 渡邉清隆会員
副ＳＡＡのご協力に感謝致し
ます。
終了時間を守れないことがあ
りましたことをお詫びします。
演台の花 １年間続けられま
した。頑張れました。本日は長
井市の花であるあやめをお持ち
しました。
会員増強・ロータリー情報委員
会 尾形和夫会員
純増１名を目標にしました
が、達成できなかったのは残念
に思っております。ご協力いた
だいた委員に感謝いたします。
出席委員会 伊藤克也委員長
出席率の向上を目指しまし
た。振り返りますと、トラブル
もあり、さまざまな工夫をした
こともあり、大変でしたが、１
年間やり通しました。

クラブ協議会
今年度活動報告
２０２１－２０２２

プログラム委員会 横澤寿彦委
員
長井周辺にて「ことおこし」
を実践しておられる方々をゲス
トにお招きでき、大いに刺激を
うけました。
親睦委員会 梅津喜博委員長
コロナ禍の影響もあり、親睦
を図る方法に迷いが生じまし
た。次年度に引き継げるものが
ありませんが、次年度の奮起を
期待します。
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高

雑誌広報・ＩＴ委員会 齋藤圭
央委員長
主にＳＮＳを用いた広報を行
いました。閲覧数・再生回数も
満足のいく結果になったと思わ
れます。閲覧する方も日本中、
海外もありました。一方、リモ
ートの実現はかなわず、残念で
あります。

今年度第３９回

職業奉仕委員会 土屋茂樹委員
長
ロータリーソングの斉唱はで
きたと思います。職場訪問も、
卓話とのつながりもありまし
た。コロナ禍が治まりつつあっ
た時期に、ご協力いただいた工
場に行くことが出来ました。
社会奉仕委員会 浅野敏明委員
長
年度はじめにとりあげた各計
画が、コロナ禍のために実現で
きなかったことを残念に思って
おります。その中でも、陸上競
技場の清掃活動を行いました。
次年度に引き継ぎ報告といたし
ます。
青少年奉仕・国際奉仕委員会
大山友規憲委員長
青少年奉仕 ２つの活動計画
をたてました。英語弁論大会は
実現できました。地区の活動は
コロナ禍のため、実現できなか
ったことが残念です。また、次
年度以降は予算の話もする必要
があるようです。奉仕活動の継
続のため、次年度以降検討すべ
きと考えております。
国際奉仕 コロナ禍のため、
活動ができず残念です。
ロータリー財団・米山奨学会委
員会 遠藤伴明委員長
寄付額について、数値目標を
たてていました。しかしなが
ら、ウクライナへの寄附を優先
したため、数値目標を達成でき
ませんでした。委員長の力不足
を感じております。
ニコニコＢＯＸ委員会 河井智
寬委員長
まだ次回例会もありますが、一
定の成果をあげることができま
した。ありがとうございます。

会報委員会 小笠原信吾委員長
形として残ります。現在及び
将来の関係者に伝われば幸いで
す。
本日の出席率
８６．９５％
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次回例会
６月２８日(火)１８：００～
最終例会 於 きらく

