
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

創創立立：：11996688年年 88月月 44日日  

国際ロータリー 
第２６７０地区 

◆例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

◆例会場 香川県善通寺市文京町 3-3-3 

(事務所)  善通寺商工会議所 2F 

TEL(0877)62-7627 FAX (0877)62-7656 

E-mail zen-rc@downtown21.gr.jp 

WEB http://www.downtown21.gr.jp/zen-rc 

◆会 長        ◆幹 事   

入江 善久      山下 安亮  

 今月の例会プログラム   

■■■７月 ７日       

   会長・幹事新任挨拶  入江・山下 会員 

□７月１４日    

  各委員会事業計画発表  各委員長 

□７月２１日   

   各委員会事業計画発表  各委員長 

□７月２８日 客話 善通寺市地域おこし協力隊 

         政策課 宮田 真央 様 

 幹 事 報 告     

到 来 誌：END Polio NOW ニュースレター６月号 

配 布 物：ロータリーの友、ガバナー月信７月号 

＊例会後、次年度理事会を開きます 

＊ロータリー日本１００年史先着予約販売について（回覧） 

＊クラブ計画書用個人委員会等の確認をお願いします 

 

 出 席 報 告  正会員数３５名 （2021/7/１現在） 

          （出席免除会員(b)9名(a)0名） 

6/30(2578例会) 会員数 35 名 出席会員 19名（7名) 
            欠席会員 7名    
6/16（2576例会) 会員数 36 名 出席会員 21名（6名） 
＜修 正＞ 

メイクアップ  １名 

田岡直博 君 

 6/16出席者 28名  出席率 84.85％ 

ビ ジ タ ー   ０名 

         

 お 知 ら せ  
☆ 7月～8月例会は6月の時短例会のまま12時～例会開

会までを食事時間とし、開会後は、弁当は持ち帰りと

します。例会はセレモニー後、すぐにプログラムに移

ります。 

１２：３０～１３：１５の予定です。 

 

 

国際ロータリー 

会長  シェカール ・ メータ 

＊＊＊＊＊＊＊
 

国際ロータリー第 2670 地区 
ガバナー 東 (ひがし )邦彦  

2021-22年度 

【会長運営方針】 

奉仕活動の実践で、 

 自己発見せよ 

週週  報報  
ＮＯ．１－２５７９ 

2021(令和3)年 7月 7日発行

 ニコニコBOX   
□ 安井一博君： 皆様の大きな支えを頂きながらなん

とか務めることが出来ました。一年間有難うござい

ました 

□ 田岡直博君：一年間クラブ活動にご協力いただき

有難うございました。次年度も宜しくお願い致します 

□ 辻村啓一君：出席委員会に一年間ご協力ありがと

うございました 

□ 香川和久君：皆様のご協力により本日年間プログ

ラムを無事終えることが出来ました。会長・幹事様

一年間お疲れさまでした。また、改めて息子へのク

ラブの心遣いに感謝いたします 

□ 下谷和範君：今年度会長幹事様お疲れさまでし

た。出席できずご迷惑をかけています 

□ 菅  昭年君：大変お世話になりました。祝品有難

うございました 

□ 髙島弘武君：今日は所用にて早退させて頂きます 

四つのテスト      真実かどうか 

      みんなに公平か 

      好意と友情を深めるか 

      みんなのためになるかどうか 

                                        

（言行はこれに照らしてから）  

☆ 公式行事予定 ☆ 

 9月 8日 ガバナー補佐のクラブ協議会 

 9月 22日 ガバナーの公式訪問例会  

2021-2022年度国際ロータリーのテーマ 

総本山善通寺五重塔 



 

 

 
退任挨拶  

会長退任挨拶 

20-21年度会長  安井 一博 

  

最初に、会長に就任して８月、
村上幸生会員という我々クラブ
にとりましてかけがえのない大
切な友人で、私にとりましては
尊敬する偉大な大先輩を失い
深い驚きと悲しみでいっぱいで
した。改めましてここに哀悼の

意を表し、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

会長をお引き受けするにあたりましては、ロータリア
ンとしてまだまだ未熟で、何度もお断りをさせていただ
きましたが、会員皆で支えて行くからという心強いお言
葉に決心を致しました。まさしくこの一年は、すべての
皆様に支えられ、ご指導を賜りながら、なんとか歩んで
こられたと深く感謝致しております。また、2020 年は
記念すべきオリンピックイヤーになる輝かしい年に、歴
史ある善通寺ロータリークラブの会長に就任するという、
こんな光栄なことはないだろうと、お請けした頃は思っ
ていました。 

しかし、会長就任前の 3 月、新型コロナウイルス感
染拡大の影響でオリンピックの延期が決定されてしま
いました。就任の際は、緊急事態宣言が解除され、第
１波が収束しかけた頃で、国内で約 18,500 人、世界
では 1000 万人が感染したとされていました。一年が
経過しました現在は国内感染者数約 79万人、世界で
の感染者は 1億 8000万人です。去年の今頃には、ま
さかこんなにも新型コロナウイルスが拡大するとは思い
ませんでした。 

本年度のＲＩ会長 ホルガー・クナーク氏のテーマは 

「Rotary opens opportunities」 「ロータリーは機会
の扉を開く」私たちのあらゆる活動が、どこかで誰かの
ために機会の扉を開いてくれるということでした。善通
寺ロータリークラブ会長としてのテーマは、 「未来に目
を向けて活動しましょう」 としました。”Opportunity” 
機会を得るためには努力が必要ということ、そして困難
な時だからこそ、新しい発想が生まれ、新しい可能性
が生み出されるのではないかと思いました。 そして、
「前向きに活動しましょう」という気持ちも込めまして、こ
のテーマとしました。 

私自身前向きに活動ができたかどうか、今振り返っ
てみますと、決して前向きであったとは言えません。コ
ロナ禍の中、クラブの事業、活動に対して、実施する
のかしないのか、終始その判断に悩みました。その
時々の感染状況や行政の動きに一喜一憂していまし
た。もちろん、理事会・役員の皆様とご相談しながら決
めてまいりましたが、私自身はかなり後ろ向きであった
ような気がします。各委員会の皆様には事業の実施に
あたり、様々な対策を考えなんとか実施に向けてご尽
力をいただきましたこと感謝しております。それでも中
止せざるを得なくなりました。 

すべてが厳しい状況でありましたが最後に、本年度 

 

 

 

 

も終わりにさしかかる 4月、善通寺ロータリークラブ
がホストクラブとして４月２４日（土）IM が篠原徹ガ
バナーをお迎えし開催することができました。延期
しての開催も何日か日程がずれていたら会場であ
る市民会館は使用出来ない状況でしたので奇跡
的なところもありました。この大きなイベントが成功
裏に終りましたことを誇りに思いますとともに、白井
ガバナー補佐、白川実行委員長をはじめ、会員の
皆様の大変なご努力のおかげと感謝いたしており
ます。 

白井ガバナー補佐におかれましては、クラブ内
を問わず 2670 地区運営にご尽力頂きまして、一
年間本当にお疲れ様でございました。当年会長と
致しましては、大変心強く、有難うございました。 

それから、元米山奨学生（ミャンマー）のマリナさ
んへクーデターが起こってすぐにメールをしました
ら、「どうなるかわからいけど、祈っていてください」
という返事をもらいました。その後は連絡がとれて
いませんので心配しています。軍事クーデターとい
う、日本では考えられないことが起こっています。
今もなお続く抗議デモと弾圧で多くの民間人が亡
くなっているようで憂慮に堪えません。もしかすると、
何もなければ今年はミャンマーを訪問していたかも
しれません。マリナさんの安全と、ミャンマーに早く
平和な暮らしが戻りますように祈ります。 

最後に、私としましては、一年間コロナウイルス
感染を防げましたこと、大げさかもしれませんが、
皆様の安全を守れましたことが何よりも一番大きな
成果であった思っています。安堵しております。至
らぬところが多く、ご迷惑を多々おかけいたしまし
たが、皆様の大きな支えを頂きながらなんとか務め
ることができました。改めまして深く感謝申し上げ、
退任の挨拶とさせていただきます。 

 

幹事退任挨拶  
 20-21年度幹事  田岡 直博 

 

コロナ禍により１年、予定し
ていた例会プログラム及び企
画を実施することが出来ず、
困難ながら安井会長、葛石Ｓ
ＡＡはじめ、会員の皆様のお
かげで、どうにか乗り切ること

ができました。この場をお借りしまして、厚く御礼申
し上げます。有難うございました。１年間を振り返り
ますと、短期交換プログラム、年末家族会、家族旅
行、病院に癒しと潤いをプロジェクトなど重要な企
画は中止をよぎなくされ、他方で、新入会員歓迎
＆観月会、職場訪問例会などは実施できました。   

何よりＩＭを開催出来ました事は、この１年間でも
っとも大きな成果であると思っております。皆様の
ご協力に感謝致します。次年度は zoom を利用し
た例会の開催や石巻南RCとの交流等、委員会活
動にご協力よろしくお願い致します。 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

ＮＯ．１－２５７９ 

 


