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本日のプログラム

第 2591 例会

2021 年 1 月 9 日（土）

「新年互礼会」
前例会の記録・第 2590 回 12 月 22 日（火）12：30
「年次総会」
◆開会点鐘
◆会長挨拶 木村聡
新型コロナの感染拡大が収まりま
せん。しかしメンバー皆様のご理解
とご協力を頂きまして、どうにか折
り返し地点まで到達しました。年度
当初、新型コロナが怖いからと言っ
て単に中止するという事にならない
よう、基本全ての事業を行う心意気で事業計画を進
めて参りますと表明させて頂きましたが、実際には、
通常よりもかなり大きな労力と精神的なストレスが
かかり、その結果やれることはスケールダウンしな
くてはならないという状況に、流石にやや嫌気が差
すこともございましたが、偏にメンバーの友情に支
えて頂き、何とかやって来られた次第です。本日は
従来以上にソーシャルディスタンスをしっかりと確
保するため、机無しの椅子のみという会場設営にさ
せて頂きます。その他の感染対策もしっかりと行い
ながら、with コロナの体制を引き続き探っていきた
いと思います。
さて本年度はこの新型コロナの感染拡大により、
事業計画にかなりの影響を受け、時期や内容などを
変更したものや中止せざるを得ないものなどが数多
く発生しました。関クラブの慣例により、これらの
ことは三役もしくは理事役員会に一任されています
が、あまりに多いためメンバー各位に周知しておい
た方が良いと判断し、この場にて事後報告の形とは
なりますが、お知らせ致します。
①7 月、8 月、9 月の IGM：中止
②8 月 18 日 納涼例会：中止
③9 月 1 日 ガバナー公式訪問（3 クラブ合同）:変更
ガバナーメッセージを動画にて視聴
3 クラブ合同ではなく関クラブ単体で開催
④9 月 6 日 東海北陸道グループ GTM：変更
オンラインにて開催
⑤9 月 29 日 第 6 回タグラグビー普及事業：変更
2021 年 3 月 6 日に延期
⑥１0 月 6 日 第 1 回関ロータリークラブ旗争奪関

市中学生野球大会開会式：中止
⑦第 1 回関ロータリークラブ旗争奪関市中学生野球
大会：変更
リーグ戦からトーナメント戦に変更
⑧11 月 フィリピン視察：中止
⑨12 月 第 1 回関ロータリークラブ旗争奪関市中学
生野球大会関連事業 －故障に関する指導者への
勉強会：変更
2021 年 3 月までに故障予防を含む野球技術の指導
に関する勉強会
⑩関市内中学校へアルコール消毒液の寄贈：新規
⑪第 1 回関ロータリークラブ旗争奪関市中学生野球
大会とその関連事業が新型コロナの感染拡大等に
より影響を受け、予算を消化できない場合、新型
コロナ感染に関係のある内容の寄贈等を行う可能
性がある
事業の実施につきましては、年明け以降も随時状況
を見ながら判断をさせて頂くことになると思います
が、積極的な参加の姿勢は崩さぬようお願い致しま
す。しかし度々申し上げてはおりますが、実際の参
加につきましては、各位の立場やお考え等、諸々の
事情を踏まえてご判断頂きたいと考えておりますの
で、ご理解のほど宜しくお願い致します。
本日の総会では次年度の理事、役員及び委員長、
副委員長の承認と会長ノミニーの承認という大切な
議題がございます。次年度は五十五周年記念事業を
行う年度でもございますので、慎重審議をお願い致
します。新型コロナ感染の終息とより実りある事業
展開ができるようになることを祈念申し上げ、挨拶
とさせて頂きます。
◆2020 年度 年次総会
定足数の確認報告の後、
◎次年度、理事役員並びに委員長、副委員長の承認
◎会長ノミニーの承認
以上、二つの議題が承認され、滞りなく終了。
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員 西田泰幸
会長・副会長・幹事・・・皆様、本日は年次総会にご
出席いただきありがとうございます。（10P）
次期会長・副会長・幹事・・・年次総会にあたり、次

期三役として、身の引き締まる思いです。皆様に御
指導、御理解、御協力を頂きウイズコロナ時代の一
年間乗り切っていきますのでどうぞよろしくお願い
申し上げます。（10P）
林隆一会員、杉浦孝志会員、長尾一郎会員、山田一
成会員･･･皆さん、本日の年次総会お疲れ様です。
会長のノミニーが選出される大事な会です。よろし
くお願いします。
酒井泉会員･･･本日、所用で年次総会を欠席しま
す。年度の半分が今日で終わり折り返しに入りま
すが、コロナ禍の中、意図した計画がままならず三
役の皆様は気苦労が多いことと思いますが、メンバ
ー一丸となってこの難局を乗り切りましょう。メン
バーの皆さん、良いお年をお迎えください。また、
バースデーカードをありがとうございました。あと
6 日で 71 歳なってしまいますが、心の若さだけは
持ち続けたいと思っています。敬老の精神でよろし
くお願いいたします。（2P）
林昇会員･･･バースデーカードが届きました。12
月 24 日、クリスマスイヴに 54 歳になります。全
国的に祝っていただきありがとうございます。
古田貴巳会員･･･妻にバースデーカード、ありが
とうございました。
粟倉晋吾会員･･･バースデーカードありがとうご
ざいました。41 歳になりました。ゴルフのスコア
もハーフ 41 くらいで回りたいと思います。
◆次期会長挨拶
加藤照彦
次期会長のご指名を頂きました
加藤です。昨年の年次総会で次期
副会長とノミニーの挨拶をさせて
頂きましたが、その時は会長迄ま
だまだ時間があり、ずいぶん先の
事だと思っておりましたが、この
1 年が「あっ」という間に過ぎま
した。この先更にスピードを上げて 7 月がやって来
ます。前準備が多く、今から解らない事だらけで非
常に戸惑っておりますが、頑張ってやらせて頂きま
す。今年 1 月に、中国武漢で新型コロナウイルスが
見つかりました。さすがグローバルな時代で 2 月に
は世界中に広がり 9 月にはコロナ感染の影響で戦後
最大の大不況に落ち入り、数々の企業が倒産に追い
込まれ、多くの人が職を失い企業の形態や人の生活
形態其の物が 180 度変わりました。ロータリーの活
動も例外ではなく、前年度会長の土屋さん今期の木
村会長には、多くのプレッシャーと苦渋の決断との
葛藤など見えないご苦労があった事と思います。
今月に入りコロナ感染者が全国で 20 万人を超
え、まったく終息の兆しは、見えてきません。今の
環境や生活形態がまたまだ続くと言われ大変厳しい
状況になりそうです。しかし、こういった時だから
こそロータリークラブの活動が地域の役に立ち、本
当の奉仕の実践が出来る時ではないでしょうか。今
の時代の助けとなり共存出来るロータリークラブの
運営や活動を実践して行きたいと思います。それに
は、皆様の強い御理解と御協力が必要となります。
カをお借り出来るよう、この場を借りて心からお願
い申し上げます。
事業としましては、定着している「関ロータリー

クラブ旗争奪関市中学生野球大会」と「タグラグビ
ー講習会」この 2 つは準備にかかっております。そ
して来期は、関ロータリークラブ 55 周年を迎えま
すので「55 周年事業」を軸に各委員会の活動か
ら、関市の伝統文化や地場産業を発信して行く事を
ウイズコロナ時代に合った方法で進めて行きたいと
考えております。いずれにせよ、皆様に御指導と御
理解、御協力を頂きながら次年度を乗り切って行き
ますので 1 年間宜しくお願い申し上げて挨拶とさせ
て頂きます。
◆次期副会長挨拶
西田泰幸
ただいまご紹介いただいた西田
でございます。次期副会長の重責
を仰せつかりました。もとより微
力ではありますが精一杯会長、幹
事を補佐して参ります。皆様 ど
うかよろしくお願いいたします。
入会して 5 年の間、外の方からぼーっと眺めていた
様で、今もって自分が何委員会にいたかも思い出せ
ない有様でした。けれど昨年ご指名があってからと
いうものよくよく観察するに、クラブは緻密な計画
と準備によって運営されていることを今更にして知
るにいたり、顔が青くなってしまいました。既に次
年度の事業計画準備が始まっております。けれど
も、加藤会長エレクト、伊佐治副幹事両名の頭の早
さについていけません。というか、まずはスーツや
ワイシャツ、革靴を買いそろえることから始めてい
る有様です。されど、来年 7 月からはしゃきっとし
て責を全うする所存であります。ことに 次年度は
クラブ創立 55 周年の節目であり、記念行事、事業
も達成せねばなりません。コロナの馬鹿者の動勢を
にらみつつクラブ運営の舵をとって行かねばなら
ず、皆様のご協力とご理解もいただかなくてはなり
ません。どうかよろしくお願いいたします。
◆次期幹事挨拶
伊佐治啓司
次年度幹事役をさせて頂く事に
なりました伊佐治啓司で御座いま
す。この度は私が幹事役をお引き
受けさせて頂くことになりまして
大変に責任のあるお役であり正直
申し上げて私には荷が重う御座い
ます。ここ数年は呑気で気楽な生き方を致しており
ましてテキパキとお役を努めなければならない幹事
役をお引き受けできるような立場でも御座いませ
ん。このロータリークラブに入会させて頂きまして
素晴らしい会員の皆様方の名簿の片隅に小さく名前
がのればそれで十分と思っていたのですが、それが
幹事役などと大層なお役を頂いてしまい誠に恐縮致
すばかりで御座います。コロナ禍という大変な状況
の中でもあり、私のような幹事では皆様にご不安と
ご心配とご迷惑をおかけし、お叱りを受けることば
かりだと存じますが皆様方のご協力を頂きながら、
頑張ってお役を果たせるように努めさせて頂きます
ので宜しくお願い申し上げます。
◆幹事報告
◎1 月の例会予定表配布
次例会のご案内
1 月 19 日（火）13：15
「職場例会」 株式会社シズテック様

