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●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 

あっと言う間に 12 月ということで、年の瀬となりました。

コロナの第 8 波がきたということで、得意先関係の忘年会が

次々と見直しになりまして、今年の家族会には体調は万全で参

加できそうです。 

 本日の例会は年次総会になります。これで正式に次年度の理事が承認されて、7 月スタート

に向けて発進することになります。角谷信二さん、よろしくお願いします。会長挨拶はネタ切

れになるといけないので、今からいっぱい作っておいた方が良いと思います。 

 折り返し地点に近付いて、振り返ってみますと、3 年前にコロナが日本で流行り出してか

ら、かなり以前の生活に戻ってきたような気がしています。顔を合わせての会合も増えてき

ました。コロナが落ち着いてきまして、最近お手紙をいただくのは、知らない間に亡くなった

方が結構見えまして、大変淋しく思います。 

 あまり批判的なことは言えませんが、ロータリーは色々と形を変えてきたんですけれども、

一番変わってないのは地区ではないかと思います。今年度の地区の会合に出席しております

が、ほとんどが寿司詰め状態の会合ばかりで、医療関係の方も多いのに何でこういうのを許

してしまうのかなぁと思うこともあります。 

 中国もついにゼロコロナ政策の見直しで、PCR 検査を廃止する方向へきています。となる

と、世界で一番厳しい政策を取っているのは日本だけになります。ワクチンと経口薬の備蓄

の見直しもぼちぼち考えた方が良いんじゃないかなぁと思っています。 

 この前、塩野義のゾコーバが認証されました。軽症・中等症の患者が 1 日 1 回、5 日間服

用し、鼻水や発熱、咳などの 5 症状が消えるまでの時間が約 8 日から約 7 日に短縮するそう

長田和徳会長 



ですが、今更どうなんでしょうか。色んなものの見直しをしていかなければならないと思う

今日この頃であります。 

 今日も 1 日よろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告を申し上げます。 

・ 例会変更のお知らせは、今週はございません。 

・ ロータリーレート変更のお知らせです。現行 1 ドル 148 円

から 138 円になりました。 

・ ガバナー月信 12 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ RI 第 2830 地区ガバナー事務所より「青森県津軽地方豪雨災害支援金のお礼と報告」

が届いております。 

・ 名古屋ユネスコ協会より「書きそんじハガキ・キャンペーン 2023」へのご協力のお

願い（依頼）が届いております。 

・ 本日、IM の案内を配布させていただきました。IM の登録の締め切りが来週までで

ございますので、よろしくお願い致します。 

・ テーブルの上のお品ですが、大正館様からのお歳暮でございます。ありがとうございます。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

榊原  健君  応援有り難うございました。残念ながらＢｅｓｔ１６どまりでした。“新し

いドーハの悲劇”が始まってしまいました。富安のケガ、鎌田の不調が残念

でした。次回アメリカでは頑張ります。あと４年生きます。 

樅山 朋久君  コロナ療養から復帰いたしました。療養中には石川鋼逸君にお世話になり

ました。ありがとうございました。 

牧野 勝俊君  Ｖ２リーグ・アイシンティルマーレのホームゲームが、１２月３日・４日

と碧南市臨海体育館で開催され、１勝１敗の五分でした。上位チームとの

戦いでしたが、皆様の応援が選手の力になりました。今後共、よろしくお願

いいたします。 

谷川 勝哉君  先週１１月３０日、岡崎ロータリークラブで卓話をさせて頂きました。同

 総会員数 60 名 (内出席免除者 15 名の内出席者 9 名) 出席者 47 名 

 出席対象者 47／54 名 

  出 席 率    87.04％ 

 欠席者 13 名（病欠者 1 名） 

清澤聡之幹事 



時にメークアップも成立しました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ２日 角谷 信二君    ５日 小林  尚君    ８日 長田 康弘君 

２１日 大竹 密貴君（還暦） 

２４日 貝田 隆彦君   ２５日 小林 清彦君   ２９日 服部 弘史君 

 

奥様誕生日 

 １日 杉浦 秀延君の奥様  初野様   ２日 林  俊行君の奥様 としめ様 

７日 鈴木 健三君の奥様 美津子様   ８日 粟津 康之君の奥様  尚子様 

１９日 榊原  健君の奥様  陽子様 

 

結婚記念日 

 ９日 小林  尚君・みゆき様 ３８年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ３４年 

１２日 杉浦 秀延君・初野様  ２９年  １５日 木村 徳雄君・小百合様 ３１年 

２４日 小林 清彦君・登美子様 １５年 

 

入会記念日 

２日 伊藤 正幸君、梶川 光宏君、石川 鋼逸君、杉浦 邦彦君 

 
 

年 次 総 会  
 

 定款第 7 条第 2 節、細則第 4 条第 1 節により、年次総会の開

会を宣言する。 

 清澤幹事より定足数が会員総数 60名中出席者 47名で会員総

数の 3 分の 1 以上の出席があり、総会が有効に成立する旨を報

告された。現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の

財務報告に引き続き、次年度理事役員選挙について議長より経

過説明として指名委員会の設置、指名委員が決定された。 

 鈴木健三委員長より次年度役員・理事の発表があり満場一致

で承認される。 

 次年度役員・理事により理事会が開催され、担当委員会の委

員長を選任し、角谷信二次年度会長より以下の通り発表され

た。 

 

会長          角谷 信二 

直前会長        長田 和徳 

会長エレクト      鈴木 泰博 

角谷信二次年度会長 



副会長         樅山 朋久 

幹事          杉浦 栄次 

副幹事         大竹 密貴 

会計          服部 弘史 

会場監督（SAA）    岡島 晋一 

クラブ奉仕委員長    黒田 泰弘 

職業奉仕委員長     永坂 誠司 

社会奉仕委員長     岡本 耕也 

国際奉仕委員長     杉浦 邦彦 

青少年奉仕委員長    梶川 光宏 

ロータリー財団委員長  竹中  誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和４年１２月２１日（水）は２４日（土）の振替休会 

令和４年１２月２４日（土）１７：００～ 

年忘れ家族会 

会場：ホテルグランドティアラ南名古屋 

※バス乗車の方は、１６：００ 碧南商工会議所出発です。 

令和４年１２月２８日（水）は定款第７条第１節（ｄ）による休会 

令和５年１月４日（水）は定款第７条第１節（ｄ）による休会 

令和５年１月１１日（水）新年例会 


