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第30回 [ 3072 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１６月３０日（木） 
                    出席委員会報告 

 

最 終 夜 間 例 会 
 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             

 
◆ロータリーソング 〔日も風も星も〕 渡辺達也            
 
◆四つのテスト 鈴木重忠 職業奉仕委員 
 

◆お客様紹介 ❁2021-22年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 

あ     ❁福島民報社 松﨑義将 様（3月迄飯坂ＲＣ会員） 

◆会長の時間 

まずは、皆様にお詫びをしなければなりません。急遽、入院をしてしまい、大変ご心配と

ご迷惑をおかけしてしまいましたが、何とか最終夜間例会に出席することができました。皆

様にはご協力をいただきまして、ありがとうございました。会長になった時に、なるべく会

長の時間は自分でお話しをしなければならないと思っていたのですが、なかなか言葉に詰ま

ってしまい、緒先輩方に助けていただきながら、何とか１年を終えることができました。コ

ロナ禍ということもあり、休会も多かったのですが、例会を３０回開催することができたの

で良かったかなと思っております。試行錯誤の中、オンラインでの開催などを試験的にやら

せていただいたり、会員の皆様にご協力いただいて、こちらも何とか実行することができま

した。また、地区大会に関しましては、旅行も兼ねながら、いろいろなご配慮をいただき、大人数で行った木戸川

の鮭の簗ではテレビに出たり、私的に大変思い出になりました。先日は２年ぶりに北海道旅行も実施することがで

き、コロナに感染することもなく、みんな元気に仕事ができたというのも良かったと思っております。締め括りに

なりますが、IM につきましても、この社会風潮の中で、開催できるかどうかということがありましたが、こちら

も皆様にご協力をいただきながら開催できました。休会は多かったのですが、イベントは何とか実行できたことが

良かったと思っております。また、生田目幹事には本当にいろいろなことでサポートをいただいて、皆様にはたく

さんのご協力とたくさんのお力添えをいただき、一年間終えることができました。今後も私にできることは何でも

ご協力をさせていただきながら頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。一年間ありがとう

ございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員総数 42 名  

出席会員 24 名  

欠席会員 18 名 

出席率  57.14% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 
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言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

［ 安斎忠作 県北第二分区ガバナー補佐 挨拶 ］ 今年度、県北第二分区ガバナー補佐を務めさせていただきま
した。菅野浩司、佐藤真也両地区幹事さんには、大変お世話様になり、ここ７クラブを回りながら、志賀ガバナ
ーの意向を伝えて、各クラブの活性化に臨んできました。この一年間、何とか務めることができたのは、皆さん
のおかげでございます。ましてや今回、IM に関しましては、我が家でコロナが発生したということで、大変皆様
方にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。IM を無事オンラインで成功裏に終えたということで、今年
１年皆様方のご協力を得まして、この通り県北第二分区ガバナー補佐の仕事を終えることに御礼を申し上げまし
て、挨拶とさせていただきます。今年１年ありがとうございました。 
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村上裕司会長、生田目正志幹事、安斎忠作ガバナー補佐、佐藤真也、菅野浩司両地区幹事 一年間お疲れ様でした！  
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◆スマイリングＢＯＸ 齋藤健太 会員 【合計１１５ｓ】 
松﨑義将様 1,000円 本日はお招き頂きありがとうございました。 
村上  裕司 会員 １０ｓ 一年間たくさんのご協力をいただきありがとうございました。感謝します。 
生田目正志 会員 １０ｓ １年間、お世話になりありがとうございました。 
安斎  忠作 会員 １０ｓ 今年一年大変お世話様になりました。おかげ様で無事ガバナー補佐をつとめる事が出来ました。 
畠    隆章 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、一年間お疲れ様でした。 
鈴木  義明 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事ご苦労様でした。 
服部  裕一 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事１年間ご苦労様でした。又、私Ｓ・Ａ・Ａとして会員の皆様のご協力ありがとうございました。 
佐藤喜市郎 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、お疲れ様でした。 
千葉  政行 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事おつかれさまでした。皆さん１年間お世話になりました。 
吾妻  一夫 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事一年間ご苦労様でした。このコロナ禍での運営は大変だったと思います。 

それに長年検討してきた事務所も開設できありがとうございました。 
佐藤  真也 会員   ５ｓ 今年度もお世話になり皆様ありがとうございました。村上会長、生田目幹事、お疲れ様でした。 
斎藤  孝裕 会員   ５ｓ １年間お世話になりました。早退お詫び 
菅野  浩司 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、役員理事の皆様 1年間大変お疲れ様でした。 
石川  邦俊 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、一年間ご苦労でした。 
鈴木  重忠 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間ごくろうさまでした。 
渡辺  達也 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、一年間ご苦労様でした。 
大内  勝行 会員   ５ｓ 村上会長、一年間ごくろう様でした。健康第一にです。 
紺野  容樹 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、おつかれ様でした。一年間お世話になりました。 
油井  明則 会員   ５ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間ご苦労さまでした。 
川又  康彦 会員   ３ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間おつかれ様でした。ありがとうございました。 
伊堂  里佳 会員   ２ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間ごくろう様でした。村上会長退院おめでとうございます。お帰りなさい。 
齋藤  健太 会員   １ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間おつかれさまでした！ 
高倉  玲   会員   １ｓ 本日楽しみにしておりました。弊社の松﨑、のどがカラカラと申しております。よろしくお願い致します。 
丹野純子事務局    ２ｓ 村上会長さん、生田目幹事さん、お疲れ様でした。一年間大変お世話になりありがとうございました。  

◆閉会点鐘  会長 
 

【吾妻一夫親睦委員長 挨拶】 皆さん、こんばんは。待ちに待った最終例会となりました。指

折り数えて楽しみにしていました。皆さん、美味しいお料理を味わって食べてください。それで

は、村上会長、そして生田目幹事、この大変なコロナの中、舵取り役お疲れ様でした。その労をね

ぎらいながら、今夜はゆっくりと楽しませていただきたいと思います。最初に大変恐縮ではござ

いますが、安斎ガバナー補佐に乾杯の音頭をやっていただいてスタートしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 
 
【安斎忠作ガバナー補佐 乾杯】 村上会長、生田目幹事、今年１年ご苦労様でした。皆様のお

力を合わせまして、このコロナの中、ここ１年過ごしたこと本当にまず喜びにしたいと思います。

今後皆様の益々の発展と飯坂ロータリークラブの発展を祈念しまして乾杯したいと思います。それでは乾杯！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

「それでは、乾杯！」 

2021-2022年度  週 報 一 覧 
第１回 ７／１   新役員挨拶             第１１回１１／１１ 地区委員会報告          第２１回４／２１ 会員スピーチ   吾妻一夫 会員    
第２回 ７／８   クラブ協議会（クラブ奉仕）    第１２回１１／１８ 新会員スピーチ 白岩裕和 会員 第２２回４／２８ 会員スピーチ   佐藤真也 会員(HB)   
第３回 ７／１５  クラブ協議会（五大奉仕）     第１３回１１／２５ 新会員スピーチ 齋藤健太 会員 第２３回５／１２ ゲストスピーチ 
第４回 ７／２９  県北第二分区ガバナー補佐訪問   第１４回１２／２  会員スピーチ   菅野浩司 会員            2021-22 飯坂 RC 奨学生李岳さん 
                                     安斎忠作 様 第１５回１２／９  年次総会            第２４回５／２０ 親睦旅行（北海道周遊３日間） 
第５回 ８／５   会員スピーチ   吾妻一夫 会員 第１６回１２／１６ 家族同伴忘年会              第２５回５／２６ IM 
号外  ９／３０  オンライン例会実証テスト     第１７回１／６     新春初釜                  第２６回６／２   県北第二分区ガバナー補佐訪問 
第６回 １０／７  ガバナー公式訪問         第１８回１／１３  会員スピーチ   佐藤喜市郎会員                   安斎忠作 様 
第７回 １０／１４新会員スピーチ  渡辺賢司 会員 第１９回３／１０   短縮例会 ※３０分         第２７回６／９   新会員スピーチ 西脇徳幸 会員      
第８回 １０／２１新会員スピーチ  伊藤俊憲 会員 第２０回４／７     IM に向けて（HB 例会）         第２８回６／１６ クラブ協議会（クラブ奉仕）  
第９回 １０／３１親睦ゴルフ大会＆晩酌例会[遊乃里]                          第２９回６／２３ クラブ協議会（五大奉仕） 
第１０回１１／６  地区大会及び親睦小旅行                                第３０回６／３０ 最終夜間例会 
 
 ※ コロナウイルス感染急拡大のため 2021 年８月以降休会が相次ぎ、オンライン例会、短縮例会、ハイブリット例会（HB）も行われました。              

                                                      
 
 
 

素晴らしい料理の数々 

会員同士一年間の労をねぎらって！飯坂ＲＣ発展のため次年度も力を合わせて頑張りましょう！！ 


