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     会長  矢部 喜明 

 
皆さん、こんばんは 

 そして、お久しぶりです。３月、江南総合公園で

の桜植樹の移動例会の後、新型コロナウィルスの関

係から、休会が続いてしまい、約３か月ぶりの例会

となってしまいました。皆さん、体調、そして、事

業運営の方はいかがでしょうか。 

 本日は、私の年度の、最後の例会、引継例会を開

催いたします。 

 お客様として、清水特別代表、米山奨学生の金素

英さんに来ていただいております。ようこそいらっ

しゃいました。特に、金素英さんは、４月から、当

クラブが世話クラブとして預かるようになって、初

めての例会出席ということで、私を始め、今日、始

めてお会いするという方も多いのでないかと思いま

す。 

 さて、引継例会は、例年であれば、パーティ形式

の豪華な例会となるはずですが、新型コロナの感染

対策等の観点から、本日は、簡素なものとさせてい

ただきます。また、休会が続いてしまい、恒例とな

っております、役員、理事、各委員長の一年間を振

り返っての挨拶をするクラブ協議会も開催すること

ができませんでしたので、今日の例会で、簡単に、

行わせていただけたら、と思っております。そのあ

と、バッチ交換等の引き継ぎセレモニーへの移る予

定でおります。 

 また、これまでの会長は、引継例会もあたり、長

い一年間の会務運営を終えて、肩の荷を下ろし、ほ

っとした気持ちで迎えていたものかと思いますが、

今年は、４．５．６月と休会が続いてしまいました

ので、心配続きであったものの、拍子抜けの感触が

ないわけでもありません。ただ、会務運営の重さは、

今年一年、十分に感じさせていただきましたので、

また、いつか、もう一年という気持ちには、全くな

れません。そして、幹事、事務局、理事、役員、委

員長を始め、会員の皆さんの支えがあって、ようや

く、本日が迎えられたことに、改めて感謝申し上げ

たいと思います。 

 これからは、井上年度が始まりますので、井上会

長の足を引っ張らず、少しでも力になれるように、

今後、一会員として努力していきたいと思っており

ます。 

 少し前、緊急事態宣言が解除され、休業要請、都

県を越えて移動等の自粛要請も解除されてきました

が、東京都の日々の感染者数は、ここ数日、２０名

を超える日が続いていたところ、本日は、また、５

５人の感染者が確認されたとの報道がされており、

感染に注意するウィズコロナの新しい生活が、これ

からも、欠かせないところであり、本日は、簡素な

引継例会を行いたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 
                                                                                                                    

 
 
      幹事  清水 保人 
 
地区より 
 ＊2020ー21 年度 米山記念奨学委員会セミナー

のご案内 
 ＊2020-21 年度 ロータリー米山記念奨学カウン

セラー・米山奨学生オリエンテーションのご案内 
 ＊友のみどころ５・６月号  
 ＊2020-2021 年度 社会奉仕セミナー開催につい

て（ご案内） 
＊ガバナーノミニー・デジグネートの公表及び宣   

言 
 ＊学友会ニュース第９号 
 ＊ハイライトよねやま243 
 ＊2019-20年度 最終会長・幹事会のご案内 
 ＊2020-21年度 第1回会長幹事会のご案内 
 ＊広告掲載新聞 
 ＊職業奉仕委員会冊子 

以上が届いております。 
 
 
 
 
 

井上哲孝会員 

 
①ロータリー財団委員長 … 1年間大変お世話に

なりました。例年事業として「千年桜植樹」の費用

の申請も無事に終わりました。次年度も継続できる

と思います。 
②米山カウンセラー   … 今年度米山奨学生・

金孝信さんのカウンセラーを仰せつかりました。上

本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム    ７７７７月月月月１１１１日（水）日（水）日（水）日（水） 

クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会    就任挨拶就任挨拶就任挨拶就任挨拶 

会 長会 長会 長会 長 の 時 間の 時 間の 時 間の 時 間 

幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告 

ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会 



半期、熊谷市・外国人による日本語スピーチコンテ

ストにて「とても緊張しました」と涙ながらに話し

ていましたが、見事最優秀賞を獲得。下半期は残念

ながら「新型コロナウイルス」の影響で、例会が開

催されなかったため、半年間のカウンセラーとなっ

てしまいましたが、私なりに満足の行く1年間であ

ったと思います。 
会長エレクト  ・・・   次年度会長として、

次年度の活動に関しましては、次回第１回例会にて

詳細にお話をさせて頂きます。会員の皆様のご協力

なくして、会の運営は出来ません。 次年度も今年

度同様、ご協力の程、宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 出 席 報 告 

 
例会日 ６月２４日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２３  １６   ７ ０ ７０％ 

お客様：熊谷南ＲＣ 特別代表 
          清水利夫様 

米山記念奨学生       金素英さん 
 
 ニコニコ BOX 

熊谷南ＲＣ 特別代表 清水利夫様 

 矢部喜明会長年度は、コロナの関係で不完全燃焼

の部分があったとしても十分な成果があったもの

と思われます。 次年度は、井上哲孝会長の御活

躍を期待しています。 

矢部喜明会長・清水保人幹事 

 久しぶりに皆さんのお顔が見られて、とてもうれ

しいです。 そして、1 年間ありがとうございま

した。 

澤田將信会員 

 皆さんお元気ですか、新型コロナウィルスで大変

ですが乗り越えていきましょう。 矢部会長、清

水幹事、一年間お疲れ様でした。澤田は例会に出

席できなくて申し訳ございません。 私事ですが、

16日に秋篠宮殿下、紀子妃殿下、眞子内親王佳子

内親王、澤田と一時間リモート対談致しました。

コロナで花業界ことご心配頂きました。感謝です。 

新年度井上会長頑張って下さい。 

岡部俊之会員 

 矢部会長、清水幹事、この困難な時期本当にお疲

れ様でしたゆっくりとお休みください。引継はエ

アタッチでね。 

岡本庄一郎会員 

 皆さん、お久しぶりです。待ちに待った例会が、

いよいよ始動しましたね。 清水特別代表宜しく

お願い致します。 米山奨学生のキムソヨンさん、

これから一年、一緒にやっていきましょう。 

棚澤正行会員 

 矢部会長、清水幹事、一年間お疲れ様でした。 井

上会長、長谷川幹事、南ＲＣをよろしくお願いし

ます。 

植竹知子会員 

 どのくらい振りかわからないくらい、久しぶりで

す。このコロナにより生活も仕事も変化してしま

いましたネ。 しかし、もっとロータリーらしい

活動をすべきだと思うのは私だけでしょうか？ 

渡邊藤男会員 

2020～2021 年度米山記念奨学生 キムソヨンさ

んです。本日より宜しくお願い致します。 

島﨑次弘会員 

 矢部さん、清水さん、一年間お世話になりました。

イレギュラーな年度でしたが、とにかくお疲れ様

でした。 井上さん、長谷川さん、一年間よろし

くお願いします。 早くワクチン作って下さ

い！！ 

新井正一会員 

 矢部会長、清水幹事1年間ありがとうございまし

た。また清水特別代表には、いつも温かいご指導

ありがとうございました。 

植野智恵子会員 

 皆様お久しぶりでございます。コロナの影響でし

ばらくお目にかかることができませんでしたが、

今日からまた頑張りたいと思います。 どうぞよ

ろしくお願い致します。 

新井聡之会員 

 本日も宜しくお願いします。 

井上哲孝次年度会長・長谷川信次年度幹事 

 矢部会長、清水幹事1年間お疲れ様です。色々ご

苦労様でした。 

[会員誕生] 

長谷川信会員 

 誕生日を祝って頂きありがとうございました。 

[奥様誕生] 

長谷川信会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 

井上哲孝会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 

 皆様こんばんは！井上でした。 
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