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先日、例年よりかなり遅い梅雨入りになりました。またこれからジメジメとした日

が続き憂鬱な季節がきたように思いますが、米を作る田んぼにとっては恵みの雨にな

ります。先月、豊田市の水源にある矢作川明治用水頭首工の施設で大規模な漏水が起

きたということで、大変な話題になりました。原因は 60 年くらい前に作られた施設

の老朽化だということですが、田んぼはもちろん、自動車関連の工場にも大きな影響

があるので、一刻も早い復旧が待たれます。さて、今年度の通常例会は今日で最後に

なります。この後は次週の、最終親睦夜間例会を残すのみとなります。６月２５日は、

地区役員会長懇談会が名鉄グランドホテルで開催されます。地区の行事としてはこれが最後ということで、一年

間の労をねぎらっていただける懇親会もありますので、楽しんできたいと思います。昨年に続きガバナー特別賞

にエントリーしております。会員の皆さまのご協力のおかげで米山奨学事業に、クラブ一人平均 20,000 円以上

の寄付額、クラブ特別寄附率８０％以上を達成しておりますので、今年度も岡崎東ロータリークラブが賞を頂け

ると期待しています。次年度の地区大会でスクリーンに名前が載るといいなと思っています。この後、卓話があ

りますので会長あいさつはこれで終わりたいと思います。つたない会長あいさつでしたが、一年間お付き合いい

ただきありがとうございました。 

 

 

【酒井会長】第 49 代会長職をお預かりした 1 年間は、多くのことが学べて少しは成長できたと思っています。

会長として頼りないリーダーでしたが、理事･役員を初め各委員会の皆様、幹事の三城君、事務局の河内さん、そ

して会員の皆さまに助けていただきながら１年を終えることに感謝申し上げます。 

新型コロナ感染症の収束が見えない中でのスタートでしたが、会員の皆さんの安全を第一に考えたクラブ運営に

重点を置き、コロナ感染ガイドラインと地区の危機管理のフロー手引き書に従って常に緊張感を持って対応しま

した。第５波による緊急事態宣言を受けて 8 月末から約１か月間例会取り消しとなりましたが、翌年３月には、

花見親睦夜間例会、ロータリー奉仕デーとして WFF カーボンゼロ植樹、ガバナー公式訪問など対外的な事業も

行えるようになりました。この１年で学んだロータリークラブの奉仕の理念を、今後の自分自身の人生でも生か

してみたいと思います。１年間本当にありがとうございました。 

【三城幹事】一年前の所信表明の時に、副幹事の仕事は車の教習所でマニュアル車の仮免許取得に似てると言い

ましたが、まさにこの１年間は路上教習だったなと思いました。なるべく安全運転で走ろうと思ってはみるもの

の予想外の道路状況などがあり、その都度どう対応していくのかを定款細則といった教本を握りしめてやっとの

ことで走ってきたと思います。しかしこの東ロータリーのドライバーさんは皆さん優しいドライバーが多くほと

んどは示談で済んできたようで私はラッキーだったなと感じています。思い出すのはちょうど１年前、前幹事の

林さんが「あともう１年あったらちゃんと出来るのに」と言っておられましたが本当にその通りで、ロータリー

の単年度制というものを今一度私も痛感しております。当初 39 週の例会予定が 33 回となってしまいましたが、

リアル例会を１番に考えている中でよくやれた方だと考えております。 

最後に、酒井会長にお疲れ様でしたと言いたいのと、また５０年度の稲垣さん、加藤さんにもようやくバトン

タッチができる事ができ、少しほっとしていますがすごく楽しい１年間だったと思います。これから幹事をやる

方が本当に羨ましく感じますし、そんな役をもらえて良かったなとつくづくお礼を申し上げて最後の挨拶に代え

させてもらいたいと思います。１年間ありがとうございました。 
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【本日の卓話】               会長 稲垣 寿君・幹事 加藤和志君 「 就任挨拶 」 

【前々回 6/16 の会長挨拶】           

【前々回 6/16 の卓話】 「 一年を顧みて 」 第 49 代 会長 酒井 賢君 ／ 幹事 三城偉央君 
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幹事報告 （三城偉央君）    
【第 21 回理事会報告】6/2 開催 

・最終親睦夜間例会予算の件：承認 

・日帰り親睦家族旅行決算の件：承認 

・事務局夏季賞与 6/15 支給の件：承認 

・赤堀竜二君休会届受理の件：承認 

・新会員候補者酒井郁美様入会手続の件：承認 

・ｽﾏｲﾙｺｰﾋｰ寄金をﾆｺﾎﾞｯｸｽ会計へ繰入の件：承認 

・例会場･事務局移転検討委員会今年度末解散：承認 

【第 22 回理事会報告】6/10 書面決議 

・新会員候補酒井郁美様最終承認の件：承認 

◼ エコキャップ回収のご協力ありがとうございました。

本日、地区学友委員会に送付いたします。 

◼ 本例会場での例会は今年度最終ですのでアレンジケー

スの中身をお持ち帰り願います。 

◼ 年次報告書の原稿を 7/8(金)までに幹事または事務局

まで送付願います。 

◼ 次週6/23は18時～魚清での最終親睦夜間例会です。 

◼ 本日例会後 501 にて新旧合同アッセンブリーを開催

します。該当者は出席願います。 

副幹事報告 （加藤和志君）    
【次年度第 4 回理事会報告】6/2 開催 

① 22-23 新年度親睦夜間例会開催の件：承認 

② 22-23 慶祝品(案)の件：承認 

③ 22-23 ホームページ修正と管理費の件：承認 

④ 名誉会員の件：成田敏圀君･小野文憲君：承認 

⑤ 計画書作成の件：ヨシノ印刷 100 部：承認 

⑥ 第 75 回岡崎美術展後援の件：承認 

⑦ ｽﾏｲﾙｺｰﾋｰ継続 100 円以上ニコ会計へ繰入：承認 

◼ 7/6(水)地区会員増強セミナーが開催され、宇野委員長

が出席されます。 

◼ 7/5(火)16 時～光ヶ丘インターアクトクラブ例会が

開催されます。参加希望の方は事務局迄ご連絡下さい。 

出席委員会 本日の出席率 92.45%（欠席 4 名） 

前々回(5/22)の修正出席率 100%（欠席 0 名） 

米山奨学委員会 小銭寄付のお願い 

ニコニコ委員会 
☺ 酒井賢君･三城偉央君 本日、一年を顧みての卓話を

します。よろしくお願いします。 

☺ 足立汎和君 一年間ありがとうございました。 

☺ 野村政弘君 酒井会長･三城幹事の卓話を楽しみに

しています。少し早いですが一年間お疲れ様でした。 

☺ 山内隆一君･三浦泰廣君･小林清文君･新浪勝也君･坂

野弘君･林孝夫君･石川雅規君･杉田広喜君･佐野真琴

君･小出一輔君･市川幸治君 酒井会長･三城幹事、一

年間お疲れ様でした。 

☺ 稲垣寿君 本日のクラブアッセンブリーよろしくお

願いします。 

☺ 加藤和志君 ちょっと良いことがありました。毎日

癒されています。 

☺ 神谷浩君 来週の親睦夜間例会宜しくお願いします。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君･清水幹良君･平岩邦明君 ニ

コに協力します。 

☺ 山内隆一君 長坂さん 6/2 のアマゾン植林活動の

卓話ご苦労さまでした。同行者として卓話のお手伝

いが出来なくてすみませんでした。今改めて当時を

振り返ると非常に貴重な体験をすることが出来たこ

とに感謝しています。 

☺ 中川和広君 いよいよ来週で酒井年度終了となりま

す。最終例会は全員ニコでお願いします。 

 

 

 

私の会長挨拶も今日の最終親睦夜間例会を以って最後になります。長いようで短い１年

間がようやく終わります。今日を迎えることが出来たのも三城幹事の頑張りと会員の皆

さんの助けがあってのことと感謝しています。この一年、大変なことも思い出しますが、

良い経験を積むことができました。この機会を与えていただいた東ロータリークラブに

感謝したいと思います。先日、ガバナー特別賞(米山部門)を頂けたと報告がありました。

これもひとえに会員の皆様のご協力あってのことと思います。私も悔いなくやり切った

という思いで清々しく会長職をおりることができます。三城幹事も色々悩んだ１年だったと思います。お疲れさ

までした。次年度、稲垣会長、加藤幹事のご活躍を期待しております。１年間頑張ってください。 

 

 
 

 
酒井会長と三城幹事 

 
酒井会著：「一年を顧みて」 

 
三城幹事：「一年を顧みて」 

 
閉会の点鐘 

【前回 6/23 の会長挨拶】   
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幹事報告 （三城偉央君）    
◼ 6/25(土)15 時～地区役員会長懇談会が開催され、

酒井会長が参加されます。 

◼ 2021-22年度ガバナー特別賞(米山記念奨学事業部

門)を受賞しました。皆様のご協力に感謝いたします。 

◼ 名古屋大須 RC 春日井知良会長がご逝去されました

ことご報告いたします。 

◼ 岡崎市教育委員会フリースクール事業目録贈呈式が

6/29(水)岡崎市教育相談センターにて行われ、酒井

会長･三城幹事･清水青少年奉仕委員長が参加します。 

◼ 6/30(木)リブラにて岡崎ローターアクトクラブ最終

例会が開催され、幹事と清水青少年奉仕委員長が参加

します。 

◼ スマイルコーヒー寄金の合計が 37,667 円となりま

した。ニコ会計へ入れさせていただきます。 

出席委員会 本日の出席率 80.77%（欠席 10 名） 

前々回(6/2)の修正出席率 100%（欠席 0 名） 

ニコニコ委員会 
酒井賢会長始め本日参加の皆様よりニコにご協力い

ただきました。有難うございました。 

（一年間ニコにご協力いただき有難うございました） 

 

 

 

 

 

 

 

 
会長挨拶 

 
幹事報告 

 
本年度最後の点鐘 

 
点鐘木槌の引継ぎ 

 
司会：神谷親睦委員長 

 
花束贈呈 

 
稲垣エレクト挨拶 

 
乾杯 

 
西脇ソングリーダー 

 
閉会挨拶：本田副会長 

 

≪会議報告≫  2021-22 年度 全体会議／地区役員会長懇談会出席報告  

      2021-22 年度 会長 酒井賢君  

  

2022 年 6 月 25 日(土)名鉄グランドホテルにて全体会議

/地区役員会長懇談会が開催されました。今年度はコロナ禍

のためクラブ会長のみの参加でした。全体会議では地区委

員長からの今年度の活動報告があり、その後の地区役員会

長懇談会では RI 表彰、地区表彰があり、当クラブはガバナ

ー特別賞（米山奨学部門）を受賞しました。 

【前回 6/23 の例会】  「 最終親睦夜間例会 」   18 時～「魚清」 
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≪委員会報告≫  岡崎市教育委員会フリースクール事業への寄付報告 
  2021-22 年度 青少年奉仕委員長 清水幹良君  

2022 年 6 月 29 日(水)に市教育相談センターにおいてフリースクール事業関係者列席のもと贈呈式が行われ、

酒井前会長、三城前幹事、清水前青少年奉仕委員長が出席しました。酒井前会長から安藤直哉教育長に目録の贈

呈を行い、また安藤教育長から岡崎市長の感謝状が酒井前会長に授与されました。当クラブより岡崎市の長期欠

席（不登校）者対策としての「校内フリースクール事業」の実施に必要なコミュニケーションツール（ボードゲ

ーム、カードゲームセット、ドッチビー 各 16 カ所分 30 万円相当）の寄付を行いました。 

   
 

7 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

7/7(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「就任挨拶」会長 稲垣寿君・幹事 加藤和志君 

7/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ創立 50 周年を迎えるにあたって」市川幾雄君 

7/21(木) 定款第 7 条第 1 節の規定により休会 

7/28(木)18:00～ 魚 清 「新年度親睦夜間例会」 

  同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 7 月 26 日(火) ザ・トラディション GC 定例コンペ及び取切戦／表彰式･総会 18 時半～魚清 

ひよどり会 7 月 14 日(木)  魚清 18 時半～総会 


