
NAGOYA-CHIKUSA

…

則

Ⅲ

や

凸

、

（

⑪

Ｅ

、

》

ｆ

、

冊
Ⅷ
恥
１
７
句

ＬＣ

THEROTARY

名古屋千種回一夕‘リーゼ

震認 ↑9鯉葬既

倒簔圖火曜目

働芸湯愛知厚生鱈

雲霧局 TEL763濤馴0

会長 山本l

幹事 吉圀｜
芸報委曼屋池森I

勘

982葬

璽K曜日．

雪知厚生

眞
一

'ラブ

幽圖
と ~．

;2週0

会館

臥獅63‘零~5121

皇輔

玄

ｮ幸

ー

由
題字黒野清宇

l“！

率先しよう LEADTHEWAYNo.43

2006～2007年度RI会長ウイリアム(ビル)B.ボイド
I抑，

けた程でありました。

この一年、上からものを言ってるとか、結椛我が朧

だとか、すぐ雨を降らせるとか、色々ご不満もおあり

だったでしょうが、皆様お元気でいらっしゃることが

クラブにとっては一番。ということでお許しをいただ

きたいと思います。

次年度より位置会員としてがんばりますので、今後

ともよろしくお願いを申し上げます。

本当に有難うございました。

｜山本会長挨拶｜
今年の梅雨入りは大変遅く観測史上初めてというこ

とです。長期予報では今年の夏は猛暑になりそうで、

水不足が懸念されていますがなんとかならないもので

しょうか？科学の進歩も「水は神頼み」少々情けない

気がするのは私だけではないと思います。今日は松楓

閣に会場を移し、本年度の最終例会となりました。

一年を振り返ってみますとアシと言う間に過ぎたよ

うな気がします。皆さんのお陰で「無事息災」に過ご

すことが出来、大変有難いことと感謝申し上げます。

特に幹事をはじめとして理事役員の方々にはお世話

になりました。かさねて厚く御礼申し上げます。 19年

前の入会当時からロータリークラブには「NO」と言

う言葉はないと指導を受けてきましたが会長を経験さ

せていただいて、その意味が少し分かったように思い

ます｡この経験は私の人生のなかでも貴重なものです。

今後の生活や仕事など全てに於いて幅が広くなりそう

です。

ロータリークラブは私にとっては自分を客観視する

ためのよい機会でもありました。 「親睦と奉仕」と言

う自分には最も欠けていることに目を向けることが出

来ました。また理事役員の任期が1年ということなど

定款が整備されていることも素晴らしいことです。メ

ンバーであれば誰が会長になってもその任務がはたせ

る訳です。お陰で私も今日の日を迎えることが出来ま

した。最後に千種ロータリークラブの益々のご発展と

関係各位のご健勝を祈念し挨拶とします。ありがとう

ございました。
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囮出席報告

会貝 59（57）名 出席 47名

出席率 82~46％

前々回 6月5日（修正,州iﾘ率） 89.29％

囹ビジター数 18名

|吉田幹事報告’
本日は、会員の皆様ご家族の皆様、大変たくさんの

ご参加を頂き有雌うございます。

幹事報告を申し_上げます。

昨日、池森さんに本年度の会長挨拶と卓話を全て

ホームページに公開頂きました。最後まで無理ばかり

お願いして申し訳ありませんでした。今は、 インター

ネット上で「検索できない事柄は存在しないことと|司

じだ」といわれていますので、何かしら意味はあると

思います。また、事務局では本年度やっとワープロ専

用機からパソコンへの移行が完了しました。

任期末が近づくにつれ何となく寂しくなってきまし

て「もう少しやってもいいな」とか最近感じます。一

年間皆様の思いやりのお陰をもちまして何とかつとめ

させていただきました。誠に下手なクラブ運営にもか

かわらず、特に、理事役員の皆様には暖かい目で見て

頂いたなあ、と感じています。

本年度始めにはよく会長との相性をご心配頂きまし

たが、一年間がまんしたのは多分会長の方ではないか

と思います。度々無理をお願い致しましたがチェリッ

シュの招聰をはじめ、何もいわず|暖かくご了承を頂き

ました。携帯のメール送受信の頻度を見てみました

ら、一'1寺期、会長との送受信がトップでショックを受

へ

-1-

『共生』symbiosis会長テーマ 本紙は再生紙を使剛しております。
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山本英次親睦委員長より8月のハワイアン･カラパナに始まり、観劇、クリスマス、伊勢神宮･和田金等､ご家族の皆様
にはこの一年楽しんで頂けましたでしょうか？本日は津軽三味線の演奏と歌をお聴き頂きますのでお楽しみ下さい。

山本会長と吉田幹事より執行部の方々に宮尾会長エレクトと水谷副幹事より会長・幹事に

一年間の労をね めてコサージュを！き

畠

山口民規衣さんの三味線と民謡、今宮知佐衣さんの三味線と手踊りに合わせ、

ほのかなキャンドルの灯り中、各テーブルでは口ずさむ方や手拍子が

無事終わり感無堕ですネ･･･ 25周年をよろしくお願いネ

黒野君から“会長・幹事・理事役員の方々お疲れ様でした次年度は皆様で25周年を盛り上げましょう
会挨拶にて今年度最後の例会を終了しました。
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正夫 池森 由幸§

三津子伊豫田博明ミ
富二加藤重雄；

圭 小林 明ミ
寛朗 小山 雅弘§

貞夫 三好 親ミ
祥督 西川 豊長；

雅俊 奥村彰司ミ
勝平佐野 寛§

正男 竹内 眞三ミ
優舎人経昭；

正敏吉田 節美ミ
会長吉田幹事一年間御苦；
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；山本眞輔 吉田 玄 鈴木理之 服部正夫 池森 由幸
ミ 最終例会を迎えました皆様に 皆さんの友情ご支援に心より 伊藤三津子伊豫田博明
§感謝します千種ロータリークラ 感謝いたします山本吉田年度 樫尾 富二加藤重雄
ミブの益々の発展を願っております ご苦労様でした来期創立25周年 川端 圭 小林 明
；萩原喜代子 記念式典よろしくお願いいたします 紺矢寛朗 小山 雅弘
＞ ニコBOXの萩原です一年間 竹内 克豊 黒野貞夫 三好 親、

；ご協力下さいましてありがとうご 先週大口弘和君が理事長となり 水谷祥督 西川 豊長
ミざいました皆様のお陰で楽しい 初めての全国大会が名古屋で行な 岡田 雅俊 奥村彰司
；一年を過ごすことができました われました当日は1000名を越え 大川 勝平佐野 寛
ミそしてニコボックスの委員の方々 る参加者があり松楓閣をおかりし 鈴木正男 竹内 眞三
；本当にありがとうございました ましたありがとうございました 谷口 優舎人経昭
ミ松居敬二 宮尾紘司 尾関 武弘 和田 正敏吉田 節美
く いつも松楓閣ありがとうございます 佐久間良治 笹野 義春 山本会長吉田幹事一年間御苦

ミ山本英次 山本会長吉田幹事理事役員 労様でした

； 本日最終例会家嬢懇親会に御参 の皆糠~年間本当にご苦労様で↓ 小皐誕蕊い l ,zb熟ﾐ加いただきありがとうございます たお疲れさまでした
§一年問ありがとうございました 油田 弘佑 足立一郎
、
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次回例会 平成19年7月10日(火） クラブフォーラム 委員会事業計画報告

（クラブ奉仕・親|崖・ニコボックス~会場運営）
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