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「ロータリーは分かちあいの心」

第2071回　例会（第四十八回例会）　最終例会 ～懇親会～

★ 山本憲作会長

★ 点鐘

★
国歌斉唱　　　　君が代
ロータリーソング斉唱 　奉仕の理想

★ 来訪者紹介　　山本憲作会長

★ 会長挨拶　 .. . . .山本憲作会長

★ 米山奨学生

★ 幹事挨拶　 . . . . .武田和則幹事

★ 点鐘



★ 山本憲作会長

次年度より入会される可能性のある方を紹介致しました。そして、つるじろう君とキョウナさんです。

国歌斉唱・ロータリーソング斉唱 米山奨学生 きょうなさん

★ 山本憲作会長

かごに乗る人作る人。そう言う言葉があります。皆様のおかげで１年過ごす事ができました。

ありがとうございました。今回人生最大のわずらいをしました。最近は、ものが二重に見えたり霞んだりします。

ストレスと過労・・・目に煩いが出来てしまったと言う事です。

体力、ストレスに強いつもりでおりましたが、私もやはり赤い血が通った人間でありました。

会長職を授かり１年間頑張って参りました。

「国家を大切に」と言う事で１年経つわけですが、 56クラブの中で１番ユニークだと言われました。

今年度はメタボ対策も行いました。なかなか参加者が今ひとつと言うところでした。

私はこの2週間で、4キロ痩せました。ただ、不健康で休むと言うのは良くない事であります。

今回市民大学を作ると言う事で、内山さんを準備委員長として頑張っております。

行田ロータリークラブとして、素晴らしい事業のひとつになると思います。

それから青少年の育成と言う事で白河の子供たちと行田の子供たちを合わせたわけですが、とても良い事業でした。

今年度は奥様通信と言うものも各奥様方にお送りしました。一部の奥様からは評判もよかったようです。

最後に、１年間武田幹事には大変お世話になりました。ありがとうございました。

この２週間で感じた事は、健康が１番です。身をもって感じました。行田ロータリークラブは、永久に不滅です。

★ 米山奨学生 きょうなさんに米山奨学生をお渡ししました。

★ 武田和則幹事

山本年度の１年間、大過なく幹事を務める事が出来ました事、

皆々様のご協力のおかげと、まずもって感謝申し上げます。

なぜかこの１年間仕事の方も忙しく、２～３度欠席してしまいましたが、

風邪も引かずに過ごす事が出来ました。

この１年間でプライベートで休んだのは、二日酔いで２日間不貞寝を

したくらいで、後は毎日、ロータリーに従来の仕事に酒にと元気に

やって来れましたので、自分でもありがたく思っております。

幹事をやらなければ判らなかった事も、随分とありました。

ロータリーの勉強をさせて頂いた事、大変にありがたく思っております。

後ほど山本会長と私、幹事から、感謝感謝のシャンパンで御礼を申し上げます。

今宵はみなさんでごゆるりとご歓談の程、お願い申し上げます。

最後に山本会長に習って川柳を一句・・・っと思ったのですが、なかなか出来ませんでした。

そこで豊臣秀吉の句を読んでみたいと思います。私の好きな句でもありまして、

「露と落ち 露に消えにし が身かな」

浪速の事は夢のまた夢、幹事の事は夢のまた夢という事で、挨拶とさせて頂きます。

一年間、まことにありがとうございました。



★ 山本憲作会長

★ ★ ★ 懇親会開会 ★ ★ ★

★ 乾杯の音頭　　小池利昌直前会長

～～～ 会食 ～～～

★ スマイルボックス年間最優秀表彰
.............反町清ニコニコ委員長

★ 100％出席表彰
.................中島捷二出席奨励副委員長

★ ゴルフクラブ年間最優秀表彰
.........................武井茂ゴルフクラブ委員長

会員の皆様には、１年間お付き合い頂きありがとうござい

ました。また今年は最優秀選手、優秀選手の４名の方を表

彰致します。最優秀選手は、行田ロータリークラブ親睦コン

ペ全５回、また他地区との親睦コンペ３回を参加して参りま

した。小池パストガバナーです。おめでとうございます。

次は優秀選手を発表致します。石塚パスト会長、小山パス

ト会長、清水治雄会員の、３名を表彰いたします。

おめでとうございます。

★ 感謝感謝のシャンパンで御礼　　　　山本会長・武田幹事



★ フォトムービー鑑賞　　　持田朋春会員・境野登章会員

★ 次年度へバッジ交換 花束贈呈　　　　　　　小林一好次年度会長・小椋剛次年度幹事



★ 挨拶
小林一好次年度会長 小椋剛次年度幹事

★ 中締め　　内山俊夫副会長

★ 閉会

一年間 お疲れ様でした。

～～～ロータリーソング 手に手つないで～～～諸貫健一パストガバナー補佐

その後沢山のメンバーの方々と奥様方が、二次会の席に移動しました。

★ 反町清委員長

※今回は例会での発表がありませんでしたので、厚志について記述させて戴きました。
.. . . .  また、投稿が多かったので、五十音順としております。

第2071回 最終例会　　2008年6月26日 

★山本 憲作会長
一年間お世話になり、ありがとうございました。初孫が誕生しました。うれしいです。
(多額な厚志を戴きました)

★武田 和則幹事 一年間ご協力まことにありがとうございました。(多くの厚志を戴きました)

★小林 一好
次年度会長

山本会長、武田幹事一年間ご苦労様でした。次年度皆様のご協力を宜しくお願いします。

ニコニコ報告 次のページへ続く



ニコニコ報告　続き

★小椋 剛
次年度幹事

山本会長、武田幹事一年間大変ご苦労様でした。次年度も宜しくお願致します。

★石塚 喜助会員 山本会長、武田幹事　一年間ご苦労さんでした。

★植田 信男会員 山本会長、武田幹事　一年間ご苦労様でした。

★内山 俊夫会員
山本会長一年間ご苦労様でした。楽しいロータリーライフを過ごす事が出来ました。
これからゆっくり休んで下さいネ。(多くの厚志を戴きました)

★永島 健雄会員
本日はお世話になります。山本会長武田幹事年度誠に御苦労様でした。
健康に気を付けて、さらなるご活躍を期待します。(多くの厚志を戴きました)

★大久 保毅会員 山本会長　御苦労様です。(多額な厚志を戴きました)

★大野 年司会員 山本会長、武田幹事　一年間お疲れ様でした。

★岡田 則之会員 山本会長お疲れ様。お体を大切に！！

★小沢 瑛会員 山本会長、武田幹事　一年間御苦労様でした。

★蔭山 好信会員 山本さん武田さんご苦労様。人間力はアップしましたか？体重はダウンしたと思います。

★鴨田 武会員 山本会長、武田幹事　一年間ご苦労様でした。

★黒渕 陽夫会員
山本会長、武田幹事　一年間御苦労様でした。
次年度小林会長、小椋幹事次年度お世話になります。

★小池 英輔会員
多くの事業を成功裏に終了し立派な年度でした。
山本会長、武田幹事に心から拍手を送ります。ご苦労様でした。

★小池 利昌会員 山本年度最後の晩餐です。大いに騒ぎましょう。山本会長のお姿を見て安心しております。

★小菅 克祥会員 来年度もメタボ克服　がんばります。一年間ありがとうございました。

★小山 博会員 山本年度最終例会ご苦労様でした。

★境野 登章会員 山本会長、武田幹事　一年間ありがとうございました。

★坂田 幸彦会員 山本会長お疲れ様でした。

★坂本 研一会員 体験例会7名、お世話になります。(多額な厚志を戴きました)

★清水 治雄会員 山本会長、武田幹事　一年間御苦労様です。

★清水 義夫会員
山本会長、武田幹事　本年度ご労様でした。楽しい会長挨拶ありがとう。
身体を大切に今後益々のご活躍をご祈念致します。(多くの厚志を戴きました)

★反町 清会員
山本会長、武田幹事一年間ご苦労様でした。スマイルボックスではお世話になりました。
色々と不手際もありましたが、笑ってお許し下さい。ありがとうございました。

★武井 茂会員 山本会長、武田幹事　一年間ご苦労様でした。次年度小林会長、小椋幹事よろしく。

★田山 僖一郎会員 キョウナがお世話になります。ツルジロウもあと一ヶ月で帰国です。(多くの厚志を戴きました)

★冨田 久雄会員
山本会長　今年度最終例会お世話になります。お疲れ様でした。
すばらしい年度でした。ありがとうございました。

★中島 捷二会員 今日を迎え、一年間　皆様方に支えて頂いた事。あらためて感謝申し上げます。

★長島 隆行会員 会長幹事一年間ご苦労様でした。

★橋本 一雄会員 チョット休みが多かったです。

★福島 伸悦会員 山本、武田年度　大変ご労様でした。

★古沢 勇治会員
山本会長、武田幹事　一年間ありがとうございました楽しい一年であったと思います。
(多くの厚志を戴きました)

★武笠 邦之助会員 山本会長、武田幹事　一年間御苦労様でした。

★持田 朋春会員 いたらない親睦委員長でしたが、一年間ありがとうございました。

★諸貫 健一会員 山本、武田さん　御苦労様

★湯本 茂作会員 山本会長、武田幹事　一年間御苦労様でした。次年度小林会長　頑張って下さい。

★横田 康介会員 山本会長、武田幹事　一年間お世話になりました。おかげさまで、ちょっと痩せました。

★渡辺 栄一会員 山本年度無事終了おめでとうございます。(多くの厚志を戴きました)

以下同文

★今泉 真志会員 ・ 碓井 勝也会員 ・ 柿沼 孝枝会員

★本日のニコニコは87,000円でした。ありがとうございました。


