
１２：３０ 開会点鐘  

・国歌斉唱 

・ロータリーソング 「奉仕の理想」 

・お客様紹介 

・乾杯         

   ―   お食事の時間 ― 

・プレジデンシーサクセッションセレモニー 

・前年度役員へ記念品贈呈 

・出席状況報告他 

・就任のご挨拶 

  米田   勉 新会長  

  白井 博巳 新副会長   

     田中 商人 新幹事  

  森岡 順一 新S.A.A 

・米山奨学金贈呈 

・幹事報告並びに 

 ２０２１－２２年度プログラム発表 

・委員会報告   

・その他  ニコニコBOX報告 

１３：３０ 閉会の点鐘 

本日の会合（敬称略） 

＜第1回定例理事会・クラブ協議会＞ 

 米田、初木、橘、白井、田中商人 

 森岡、柿丸、山口尚志、小北、 松田 

 姫島、松吉、大橋、多田、堀之内 

 秀島、北川、髙橋、養老、朝川、川島 

 原田、 國田、粟津 

 例会プログラム 

２１９０ 

 6  30 

  82名 

 47名 

 今週の歌 

  「奉仕の理想」 

 奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

  望むは世界の久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

  永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 本日のお客様 

2021年度米山奨学生  

 黄 開運 様 

①７月1日週報 

②ロータリーの友7月号 

③21-22年度事業計画書 

 米田会長・ＲＩ会長・ｶﾞﾊﾞﾅｰ・補佐 

 方針と略歴、委員会構成表 

 事業計画書、年間プログラム 

 21-22年度例会について 

 

 本日の配布物 

 本日の回覧物 

・ガバナー月信7月号 

 地区行事等出席予定 

7/28 会長幹事会 米田、田中商人 

 新年度 役員の皆様 

 今後の予定 

■理事就任挨拶  

 研修・国際・職業・社会・親睦・増強 

 青少年・特別理事・長期計画 各理事 

 

■ショートスピーチ  

７月１４日(水) きらら 

７月２８日(水) 定款により休会 

７月２１日(水) 定款により休会 

８月 ４日(水) きらら 

■クラブ全員協議会 

20-21年度決算・21-22年度予算審議 

 

■定例理事会 

８月１１日(水) 定款により休会 

 森岡SAA 米田会長  白井副会長 田中幹事  

※今後の予定はホームページを参照下さい 

 

会  長 米田   勉 

直前会長 初木 賢司 

会長ｴﾚｸﾄ 橘 喜久夫 

副 会 長 白井 博巳 

幹  事 田中 商人 

会  計 柿丸   裕 

 S. A .A 森岡 順一 
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２０２１-２２年度クラブテーマ 

����������������！ ～自分らしさでつなぐ友情と奉仕～ 
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  ����-��年度クラブテーマ 

  「6LPSOH LV EHVW！ ～自分らしさでつなぐ友情と奉仕～ 」 
 

くずはロータリークラブは����年�月に創立し、��年目を迎えました。本年度会

長を拝命し、我がクラブの歴史と良き伝統を継承していく責任の重大さに、身の引き

締まる思いでございます。 

２０２０年の春に流行した新型コロナウイルス感染症によって、私たちは当たりまえにできていたこと

ができないという窮屈な生活を強いられ、思うようにロータリー活動ができない状況が続いています。し

かしながら世界中の研究者によってワクチンが迅速に開発され、日本においても今春より医療従事者から

ワクチン接種がはじまるなど、収束にむけての明るい兆しが見えてきました。まさに世界が一つとなり

戦っている証といえます。 

今後はウイズコロナ、アフターコロナの時代となります。コロナ禍でなかなか会えず、ともに活動がで

きなかったメンバーと新しいかたちでちからを集結し、国際ロータリーのテーマ「奉仕しようみんなの人

生を豊かにするために」そして地区方針・重点施策「教育の支援（基本的教育と識字率向上）」を達成す

べき目標とし、ひとつひとつ一所懸命に実践していきたいと考えております。 

そのためには、難しく考えすぎて複雑になりがちなロータリーを、自分らしくシンプルに捉え、ロータ

リーを思いきり楽しんでいただけるよう、 

クラブテーマを「6LPSOH LV EHVW！ ～自分らしさでつなぐ友情と奉仕～ 」と致します。 

同じ志を持つ仲間と友情を深め、一人ひとりの奉仕の心をつないでいくクラブ運営を目指します。 

さらには昨年���周年を迎えた日本ロータリーの歴史�原点�をたどり、ロータリーでつながる喜びと新感

動を共有できるよう、下記の事業を行ってまいります。 

 

＜クラブ会員と親睦を深める事業＞ 

＊くずは5&の新しい仲間�増強目標�を純増�名とする 

＊友好クラブとの合同事業の実施�来春予定� 

＊日本ロータリーの父米山梅吉氏の記念館訪問の実施�来春予定� 

＜クラブ会員と奉仕の心をつなぐ事業＞ 

＊地域社会への奉仕事業（交通安全・献血など） 

＊青少年への奉仕事業（少年野球・北河内柔道大会・ボーイスカウト支援など） 

＊コロナ継続支援事業 

＊タイ・アカ族識字率向上の支援事業 
 

くずはロータリークラブの��周年を見据え「つなぐ」価値ある一年になるよう、精一杯務めさせていた

だきます。会員の皆様、ご理解ご支援をどうぞよろしくお願い致します。 

 会長所信と基本方針 

    米田 勉 会長 



 
いよいよ会長として皆様の前でお話をするのが最後となりました。１年間会長の時間と

してお話を聞いて頂いたり、臨時週報でのメッセージをご覧頂いたり、本当にありがとう

ございました。このひと時の話の内容を決めるのが１年間の中で苦労しました。本当は、

ロータリーの事についての話が本筋なのでしょうが、いろいろと道を外れた内容となりま

したが、お許し願いたいと思います。しかしながら、一年間を通じて私の感じたことなど

を皆様にお伝えする良い機会を与えて頂いた事に心より感謝いたします。 

振り返ってみますと、昨年７月１日の初例会に就任の挨拶をさせて頂き、本日６月３０

日の最終例会に退任挨拶をする事を考えると丸々１年３６５日の間、会長を務めさせて頂けたことになります。就

任早々には九州での豪雨被害が発生し、社会奉仕委員長の提言もあり急遽フェイスブックでの繋がりのあった「大

牟田北5&」に対して義援金の送付を実施させて頂きました。これがきっかけで「大牟田5&」「大牟田北5&」そし

て「くずは5&」の３クラブよりの義援金を合わせて、大牟田市へ寄贈され、大牟田市よりの感謝状を頂戴いたこと

を思い出します。 

一方、昨年度より続くコロナ禍の影響で感染者の急増による、本年度内２回のまん延防止措置 や 緊急事態宣言

が発出され例会の開催も急遽中止・臨時休会をすることが多くなり、例会開催は１７回となり通常予定をしており

ました例会の４０％の開催となってしまいました。そんな中、１１月には友好クラブ準備委員会の山口委員長先導

の元で、気仙沼5&・気仙沼南5&との間で、友好クラブの調印と締結を実施することが出来ました。 

また創立４５周年の継続事業での青少年奉仕・職業奉仕での個人団体への褒章行事をコロナ禍の為、先方へ出向

いて実施した所、仲間の前で褒章を頂くという姿がとても印象的で、コロナの影響でまた違った褒章のスタイルが

見いだせたような気がしてとても良かったと感じました。年を明けると、衝撃的な問題が発生しました。「ひらか

た仙亭」さんの５月末での閉店でした。新しい事務所や例会場所を探すという、思っても見ないような事案が発生

しましたが、先輩諸兄のお考えなどを頂き、当面は以前の「くずはゴルフ場」への事務局移転を決定させて頂き、

６月初旬の引っ越し等々でバタバタとしている中、最後の奉仕事業として、コロナ禍で疲弊されている医療従事者

への【ほっこりプロジェクト】として、枚方市保健所と市立ひらかた病院へのコーヒーメーカーと約����杯分の

コーヒーなどを寄贈させて頂き、大変喜んで頂いた事が心に残っております。その他、当初予定をしておりました

例会時の卓話や３分間スピーチなどは、ほとんど実行することができず、卓話予定者の方々には、本当に寂しい思

いをさせたものと反省しております。 

一方、各委員会は委員長の元、親睦事業を除いてはほぼ予定の事業は完了することができたと思っております。

各委員会の皆様そして委員長には本当にありがとうございました。特に、親睦委員会の皆様方には【クリスマス】

と【創立記念家族例会】の２回にわたり企画をして頂きましたが、コロナには勝てず やむなく【中止】となった事

が本当に残念でなりませんが、計画をして頂いた方々には、感謝とお礼を申し上げたいと思います。有難うござい

ました。 

最後に、通常ではありえない状況下で、変更に次ぐ変更そして中止など 迅速な対応と処理、事務所等の引っ越し

など、様々な事案に対応して頂きました会員の皆様方にはご協力の程有難く御礼を申し上げます。 

そして、何よりもこの１年、いや被選を含めると１年半の間、私を支えて頂いた白井幹事、橘副会長、木崎ＳＡ

Ａ、阪本事務局には頭の下がる思いでいっぱいです。心より感謝しております。最後になりましたが、次年度の米

田会長エレクトへ無事バトン引き渡せる事を喜びつつ、退任のご挨拶とさせて頂きます。本当に１年間有難うござ

いました。 

 退任のご挨拶 

  初木賢司 直前会長 
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＊初木会長その他理事役員の皆様一年間お疲れ様でした       朝川惠輔 

＊2020-21年度初木会長理事役員の皆様お疲れ様でした         粟津直晶 

＊皆様に感謝！                                  稲田博旭 

＊コロナに始まりコロナで終わりましたがほとんど会が開催されるこ 

  とがなかったですが次年度にはコロナが収束することを願います  岩渕信廣 

*親睦委員会の皆様一年間ありがとうございました             内田智久 

＊限られた例会でしたが勉強になりました1年間ありがとうございました   柿丸  裕 

＊コロナのころなと言える時代に                         叶 順哉 

＊初木会長一年間ありがとうございました                  川島吉博 

＊初木会長はじめ理事役員の皆様一年間お疲れさまでした      河本賢一 

＊初木会長はじめ役員の皆様お疲れさまでした             國田欣吾 

＊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します     甲山真知子 

＊初木会長1年間ありがとうございました                      瀬川裕一 

＊初木会長はじめ幹事の皆様1年間ありがとうございました       髙橋克文 

＊会長に見つかった                                多田利生 

＊初木会長お疲れさんでした                         橘喜久夫 

＊初木賢司会長白井幹事役員の皆様お疲れさまでした 

  次年度もよろしくお願いします                       田中商人 

＊初木会長お疲れさまでした                             中島 一 

＊会長はじめ理事役員の方コロナ禍の中一年間お疲れ様です       中野保博 

＊今年度最終例会を迎えられた喜びに                      初木賢司 

＊初木会長内田委員長１年間ありがとうございました             原  卓生 

＊役員の皆様１年間お疲れさまでした                       日野守之 

＊誕生日お祝を頂いた御礼に                            藤原和彦 

＊１年間お疲れさまでした 次年度も宜しくお願い致します        堀之内 將次 

＊初木会長１年間ご苦労様でした                        松吉冨美彦 

＊初木会長含め４役の皆様１年間ありがとうございました            森岡順一 

＊最終例会に参加できた喜びに                           安江浩一 

＊初木会長有難うございました 皆様とお会いできましたこと本当にうれしく 

  思います長い間例会場としてひらかた仙亭をご利用頂きましてありがとう 

  ございました                                      山本なをみ 

＊初木会長１年間お疲れさまでした                         米田   勉 

6月30日最終例会 

￥270,000- 

 ￥1,275,000- 

 

良い経験をさせて頂き、皆様ありがとうございました。  

                                           前SAA 木﨑  信也 

 6月お誕生日祝 

 藤原 和彦  会員 
委嘱状授与 

朝川 米山委員長 

 コロナ禍に振り回されたⅠ年間でしたが、御支援いた

だきありがとうございました。会員で集まり活動・親睦す

る機会は減りましたが、事業は例年並みに実施させて

頂けたものと思います。この経験を活かして、これからも

くずはＲＣが活気のあるクラブであるように協力していき

ます。                前幹事 白井  博己 

 この一年間、新型コロナで影響で、通常例会、クラブ

の活動も思うように運営できず、その中で事務局の移転

など、会長も大変ご苦労されたと思いますが、会長のス

ローガンであります一視同仁「優しさを育てよう」の本旨

は達成できたかと思います。普通でしたら会長のサ

ポート等をさせて頂く立場なんですが、例会も少なく理

事会もズームに終わり、この一年間何も協力できずに大

変申し訳なく思っています。一年間、ご協力ありがとうご

ざいました。         前副会長 橘  喜久夫 


