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●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんばんは。これが碧南 RC の例会だということを

今つくづく思っております。Zoom 例会ですと例会場には 10 名

弱しかおりませんので、凄い迫力だなと思っております。第

2981 回の最終例会になりました。本日が本年度の 35 回目の例

会になります。後程、役員挨拶で色々とご挨拶させていただき

ますので、最終例会の会長挨拶は皆様方に「感謝」をお伝えさせていただきます。 

 昨年の 7 月 1 日の最初の挨拶で、「実務的な話しかできませんのでお許しいただきたい。」

と申し上げまして、スタートしました。会員の皆様には 1 年間、実務的な話にお付き合いい

ただきました。もう少し面白い話をしたら良いんじゃないかと思ったんですけれども、この

スタイルは変えちゃいかんなと思いまして、最後までお付き合いいただきまして、感謝申し

上げます。 

 また、本年度は最初からコロナ禍でスタートしました。会員の皆様の健康第一ということ

で、例会、理事会の開催基準を事前に決めて、6 月 9 日の例会まで開催してきました。大変窮

屈なクラブ運営にご支援、ご協力いただきまして、感謝申し上げます。 

 そして、緊急事態宣言下で Zoom 例会を 5 回、連絡会を 1 回開催させていただきました。

一部、Zoom に参加されていない会員の皆様への週報のお届けが若干遅くなりましたことに

ご理解いただきまして、感謝申し上げます。 

 本年度は会員の皆様のご支援、ご協力が無ければ、このコロナ禍の暴風の中では、とてもや

っていけなかったなぁと思います。皆様方のご支援、ご協力に感謝申し上げまして、会長の最

後の挨拶とさせていただきます。 

 1 年間ありがとうございました。 

岡本明弘会長 



  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ RI 日本事務局より 2022 年ヒューストン国際大会登録受付

開始のお知らせが届いております。 

・ 訃報です。元会員の JERA 碧南火力発電所の所長の石井和

哉さんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈り致します。 

・ 次回より引き出しの位置が変わりますので、引き出しの書類はお持ち帰りください。 

・ 6 月 23 日（水）、6 月 30 日（水）は定款第 7 条第 1 節（d）による休会になります。 

・ 次回の例会は 7 月 7 日（水）になりますので、よろしくお願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

刈谷ＲＣ 神野公秀会長  岡本明弘会長、鈴木泰博幹事はじめ理事、役員、会員の皆様、コ

ロナ禍でのロータリー活動一年間お疲れ様でした。 

加藤 良邦君  去る５月、第５１回目結婚記念を無事に迎える事が出来ました。嫁には少

し感謝を、そして自分にはよく我慢したなとほめてあげたい。 

岡本会長、鈴木幹事そして各役員理事の皆様、大変御苦労様でした。感謝。 

鈴木 並生君  岡本会長さん、鈴木幹事さん、藤関副会長さん、１年間ごくろうさんでし

た。 

長田 豊治君  岡本会長始め理事役員の皆様、ご苦労さまでした。ピンチに強い碧南クラ

ブの伝統を保って頂き、有難う。 

木村 徳雄君  岡本会長、藤関副会長、鈴木幹事他、本年度理事委員長皆さん、ご苦労様で

した。こんな事も良い思い出と思い、一年おつかれ様。 

長田 銑司君  退会させていただきます。長い間有意義な時間を過ごさせていただき、あ

りがとうございました。今後の皆様方のご活躍を心よりお祈り申し上げま

す。 

平岩 辰之君  葵支配人杯の７０歳未満の部で、グロス６３で優勝致しました。練習の成

果でした。 

清澤 聡之君  過日、３番目の孫が生誕しました。 

山中 寛紀君  コロナ禍で大変な１年間、岡本会長さん、鈴木幹事さんはじめ理事・役員

の皆様お疲れ様でした。次年度に向けて１日でも早く通常の様な例会が再

 総会員数 67 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 13 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／65 名 

  出 席 率    87.69％ 

 欠席者 10 名（病欠者 0 名） 

鈴木泰博幹事 



開始出来る様祈るばかりです。毎日毎日時間外のワクチン接種で疲れてい

ます。 

粟津 康之君  ５月に娘が結婚しました。ということで、初心にかえり夫婦２人の生活を

エンジョイしています。 

山口日出子君  今日は私の誕生日です。久し振りにみなさんにお会い出来て光栄です。あ

りがとうございます。 

水谷 文則君  母の葬儀に際し、お花とたくさんの鄭重なる弔電をいただき、心より感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

谷川 勝哉君  昨年４月から病と闘っておりました、元ロータリー会員の石井和哉さんが

残念ながら６月９日、ご逝去されました。５６才でした。在会中ならびに退

会後におきましても、皆様から御高配賜わりましたこと、故人に代わって

お礼申し上げさせて頂きます。 

岡本 明弘君  「感謝の一年」一年間、ありがとうございました。 

藤関 孝典君  本年度、皆様のご協力ありがとうございました。 

新美 雅浩君  一年間、会長エレクトとして岡本会長の背中を見ながら勉強させて頂きま

した。引き続き、次年度も宜しくお願い致します。 

鈴木 泰博君  幹事の鈴木です。１年間ありがとうございました。 

杉浦 勝典君  ロータリー財団委員長一年努めました。皆様のご協力有難うございます。 

倉内  裕君  米山奨学委員長を務めさせて頂きました。皆様のご協力に有難うございま

した。 

平岩 辰之君  職業奉仕委員長の平岩です。一年間お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

角谷 信二君  ロータリー情報委員長を務めました。一年間ありがとうございました。 

清澤 聡之君  国際奉仕委員会委員長、一年間ありがとうございました。 

森田 雅也君  １年間、青少年奉仕委員会ありがとうございました。 

服部 弘史君  会場監督、一年間ありがとうございました。例会、皆出席できました。 

大竹 密貴君  １年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願い致します。 

林  俊行君  皆様のご協力のおかげで、１年間無事にクラブ会報委員会・委員長を務め

ることができ、ありがとうございました。 

岡本 彰人君  社会奉仕委員会、１年間お世話になりました。 

杉浦 秀延君  １年間、親睦活動委員会ではお世話になりました。人使いの荒い委員長で、

ごめんなさい。メンバーの皆様に感謝です。 

樅山 朋久君  出席奨励委員会、一年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 



  最 終 例 会  
 

「役員挨拶」 

会長挨拶 岡本明弘会長 

 

 本年度、最終のご挨拶をさせていただきます。先程ありまし

たように刈谷 RC の神野会長からニコボックスをいただいてお

ります。実は何かと言いますと、この場に神野会長と鬼頭幹事をお招きする予定でした。それ

は「温故知新」の完結という意味で、昨年、承諾をいただいておりましたが、コロナ禍ででき

ないということになりました。後程、神野会長のメッセージを読ませていただきますので、よ

ろしくお願い致します。 

 今年度はコロナで始まり、コロナで終わったという 1 年になりました。事業計画はあった

んですけれども、ほとんど変えてのクラブ運営でありました。会員の皆様のご支援とご協力

をいただきましたことに本当に感謝の 1 年であったと思います。特に鈴木幹事と事務局の間

瀬さんには大変お手数をお掛けしたなと思います。感謝申し上げます。 

 さて、ホルガー・クナーク RI 会長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。碧南

RC の会長方針は「温故知新」を掲げてスタートしました。そして、2760 地区の岡部ガバナ

ーの地区方針は「世界で何かよいことをしよう」であります。これに関してはロータリーの創

設からの考え方と RI が提唱する新しい考え方の両者のバランスを取る試みをしました。「温

故知新」に関してはクラブの歩みを例会でお話ししまして、親睦から奉仕へというふうなこ

とをお伝えしたと思います。そして、継続的に行っている緑化事業は碧南 RC の 1 つのカタ

チではということもお伝えしたと思います。それから、コロナ禍で Zoom を使いまして、講

師を呼んだだとか、ハイブリッド型例会の開催だとか、緊急事態宣言下の Zoom 例会の開催

だとか、連絡会の開催は新たな取り組みをしました。新しいクラブ奉仕のカタチになったか

なと思います。Zoom を使った理事会の試みは複線型の会議形態として、碧南 RC のカタチの

1 つになる可能性を秘めており、「ロータリーは機会の扉を開く」に繋がったかなと思います。

また、ロータリーの創設からの考え方と RI が提唱している新しい考え方は、中長期戦略会議

で課題の確認までになりました。ただ、年長会員に卓話、IDM（炉辺会合）での新会員と年

長会員との繋がりは両者のバランスを少し取ることができたのかなと思っております。それ

から、中長期戦略会議では奉仕活動を見直しまして、碧南市に特化した奉仕をやったらどう

かということになりました。今回は春の家族会の中止の事業費を見直しまして、碧南市へ足

踏み式消毒スタンドの寄贈をすることができました。いずれにしても、その辺りのことは課

題までになりましたけれども、少しは前進できたかなと思っております。 

 ここで親クラブの刈谷 RC の神野公秀会長の碧南 RC に対してのメッセージを原文通りに

読ませていただきます。 

 

刈谷 RC 神野公秀会長メッセージ 

 2020-21 年度、コロナウイルス感染症の影響下、沢山の規制を受けながら、岡本明弘会長の

岡本明弘会長 



掲げられた「温故知新」のもと、素晴らしい活動をされましたことに、敬意を表すると共に、

このような機会を頂きましたことに感謝を申し上げます。本日の最終例会には、幹事と共に

お邪魔をさせて頂き、同じ時を過ごせることを楽しみにしておりましたが、緊急事態宣言が

発令されており叶うことが出来ませんでした。 

 貴クラブは、刈谷RC5周年の年、碧南地区から当クラブのメンバーとして参加されていた、

平岩慶一会員、太田徳二郎会員、石川隆夫会員が中心となり、九鬼寿園ガバナーのお勧めと、

盛田秀平パストガバナーのご指導を得て、当クラブの林虎雄会員を特別代表に、太田一造会

員を副代表とし、碧南市を区域限界として、1959 年（昭和 34 年）3 月 5 日に設立総会が開

かれ、初代会長に平岩慶一会員が就任され、 4 月 8 日付けで、RI の加盟承認を受け、日本で

287 番目のクラブとして 24 名の会員で発足されました。以来、60 年以上にわたり、地域に

無くてはならない団体として奉仕活動を続けられ 2001 年には、碧南市臨海体育館で地区大会

を開催するなど、地元の発展にも大きく寄与されてきたことは、親クラブとして誇りに思っ

ています。 

 今後も、碧南 RC、刈谷 RC が親子以上の友好関係を保ち、お互いに奉仕活動を積み重ね、

地域の人にとっても、ロータリアンにとっても大切なクラブとして、更なる高みを目指して

行ければと思います。 

刈谷 RC 2020-21 年度会長 神野公秀（じんのまさひで） 

 

両クラブが更なる高みを目指すよう、未来へのメッセージをいただきました。これにて、本年

度の碧南 RC のテーマの「温故知新」が完結したんじゃないかなと思っております。 

 世界中にコロナが蔓延した 1 年ではありましたが、会員の皆様には大変なご協力をいただ

きまして、本当にありがとうございました。碧南 RC の更なる発展を願いまして、1 年間のお

礼にさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 

副会長挨拶 藤関孝典副会長 

 

 皆さん、こんばんは。本年度、皆様のおかげをもちまして、

この大役を無事に終えることができました。ありがとうござい

ました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、岡本会長、鈴

木幹事、そして、私の 1 つの思いとして、夜間例会を例年より

増やして、お酒を飲みながら皆さんと親睦を図りたいということでありましたけれども、1 度

も開催することができずに終わってしまったということで、大変残念に思っております。 

 今日はこの後、「感謝の集い」ということで、ピアノの演奏があります。お酒は出ませんけ

れども、お酒を飲んだ以上にピアノの演奏にほろ酔いになっていただきまして、楽しい気分

でお帰りいただきたいと思っております。 

藤関孝典副会長 



 1 年間ありがとうございました。 

 

 

幹事挨拶 鈴木泰博幹事 

 

 皆さん、こんばんは。1 年間、例会変更や中止ということで、

皆さんには非常にご迷惑をお掛けしてしまったと思っており

ます。唯一、私の中では年末の家族例会で親睦の席を開催する

ことができたことは良かったなと思っております。 

 先程、藤関副会長が言いましたように酒飲み 3 人組が揃って

も、コロナ禍では懇親会ができなかったということで、非常に残念に思っております。次年度

は親睦を深める機会がたっぷりあると思います。それを楽しみにしております。 

 1 年間どうもありがとうございました。 

 

 
 

  感 謝 の 集 い  
 

「ピアノ演奏」 

アレキザンダー弁慶・加藤ウィラス様（音楽博士・即興ピアニスト・作曲家） 

加藤里奈（ピアニスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和３年７月１４日（水） クラブ協議会「決算並びに予算報告」 

鈴木泰博幹事 


