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第１４９９回例会

申し上げます。今年度、クラブ戦
略委員会に今後のクラブの活動の
指針を示して頂きました。これを
次年度に引き継ぎ出来るのは、大
変意義深いことです。
会長挨拶
皆様方には、私のつまらない会
長挨拶を１年間本当に辛抱強く、
お聞き頂き、心より感謝申し上げ
ます。年度初めに、例会での話が
長すぎると言う御指摘を頂きまし
た。その後、時間の短縮の為に原
稿を作って読んだところ、今度は
読むのが早や過ぎて聞き取りにく
いと言う、これまた温かな御助言
を頂きました。結局のところ、毎
と う と う 最 終 例 会 を 迎 え ま し 回 900 字位の原稿を、3 分ほどで
た。この１年間、皆様方には大変 読んだのですが、この下手な挨拶
お世話になり、感謝の気持ちで一 に皆様方は本当に良く耐えて頂き
ました。45 回の例会回数でしたか
杯です。
さて今月末で、三輪久雄さんは ら、なんと１年間で 2 時間以上、
お仕事の関係で中クラブを一時退 私の話にお付き合い頂いたことに
会されます。今までクラブ活動と なります。改めて、皆様方のお心
会員増強に数々の業績を残されて の深さと忍耐力の強さに、深い感
の退会です。また加藤晃子さんか 謝と御礼を申し上げます。
笑う門には福来ると言います。
らもお仕事が多忙の為、退会希望
が出され、先ほどの臨時理事会に 笑いは気分を高揚させ、周囲に笑
て承認されました。このお二人が、 いの輪を広げます。今日は大いに
いつの日にか再入会されますこと 笑い、大いに飲んで食べて、1 年の
うさを晴らして下さい。今日は食
を願っています。
先ほどの臨時理事会では、江崎 事の値段をうんと弾みました。ど
貴章さん、伊藤真さん、高橋聖子 んなお料理が出てくるかも、お楽
さん、3 名の入会に関する御審議を しみにして下さい。
今の私の心境は、この紙です。お
頂きました。公示の後オリエンテ
ーションをして、7 月に正式な入会 分かりでしょうか。隅が切ってあ
となりますように、眞瀬次期会長 る紙に「空」と「心」の文字です。
隅が切ってありますので、澄み切
と共に準備をしてまいります。
この１年、山下直前会長はじめ った空のように、澄み切った心で
皆様方の温かい御指導と御支援に あります。
皆様本当に１年間お世話にな
より、ようやくここまで辿り着く
り、ありがとうございました。
ことができましたことを深く感謝
司 会：鷹尾 政夫 会場監督
点 鐘：鬼頭 秀行 会長
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・レターボックスが壊れましたの
で、新しく購入します。新しいもの
は引き出しが浅くなります。中のも
のは早めにお持ち帰りください。
・スポーツジャケットができあがり
ました。ご注文のサイズをお持ち帰
りください。
・演台を５RC 共同で購入しました。
スマイル
♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
とうとう最終例会を迎えました。
この 1 年間至らぬ会長と感じでした
が、皆様のご指導とご協力で今日に
至りました。これからも当クラブの
益々の発展を祈って最後のスマイ
ルをさせて戴きます。
♪三輪久夫さん
本日をもって中 RC を退会する運
びとなりました。4 年半余り皆様に
は大変お世話になりました。また必
ず戻ってまいりますので、その折は
温かく迎え頂ければ幸いです。

最終例会
≪委員長退任挨拶 PartⅡ≫
PartⅡ≫
進行：川合弘高 幹事
☆佐藤芳一 会員選考委員長

＊４年連続皆出席
上村計介さん
＊7 年連続皆出席
金子芳保さん、山下善彦さん
木村嘉代子さん

＊26 年連続皆出席
半塲幸治さん

＊27 年連続皆出席
中山和彦さん
☆石垣清 会計委員長

≪出席表彰≫
発表：木村嘉代子 出席副委員長

＊9 年連続皆出席
長坂伸二さん、渥美聡一郎さん

＊11 年連続皆出席
大庭一介さん、佐々木雄二さん
佐藤芳一さん

＊30 年連続皆出席
辻祥治さん
＊31 年連続皆出席
鈴木修さん

委員長退任挨拶 PartⅡ
PartⅡ

＊本年度皆出席
鬼頭秀行さん、峰野好正さん、
鷹尾政夫さん、中村将義さん、
後藤文彦さん、中村幸浩さん

＊21 年連続皆出席
川井啓介さん

＊23 年連続皆出席
中村智次さん
＊2 年連続皆出席
鈴木邦介さん、内山義之さん

＊25 年連続皆出席
曽根原今朝敏さん

＊32 年連続皆出席
竹内公一さん

＊ホームクラブ 100%出席
鬼頭秀行さん、峰野好正さん
中村智次さん、竹内公一さん

≪スマイル大賞≫
発表：竹内公一 副会場監督
＊準スマイル大賞
眞瀬悦邦さん、渥美専治さん

☆中村将義さん
夏の家族会は 8 月 24 日です。ぜ
ひご参加ください。
クリスマス家族会は子どもたち
が楽しめる企画を考えています。
良いアイディアがあればご提案く
ださい。

＊スマイル大賞
竹山英夫さん
☆鈴木邦介さん
来年の 5 月から、クラウンが他
の販売店で、逆にビッツのような
小型車がうちで、というようにど
このディーラーでも買えるように
なります。
☆峰野好正さん
≪一言ごあいさつ≫
ハンブルクの世界大会に行って
☆桑原伸夫さん
きました。ハンブルクからフラン
眞瀬さんのご紹介でゴルフの特 クフルトまで 500 キロをバスで行
訓中です。上手になったら、また くことになっていましたが、山下
お誘いください。
さんの提案で電車で行くことにし
ました。朝出て、フランクフルト
にお昼に着き、観光をしました。
バスで行った人は到着が夜の 10 時
でした。ハプニングだらけの楽し
い旅行でした。
☆眞瀬悦邦さん
初めてビジネスでヨーロッパへ
行きました。足が伸ばせて気持ち
よかったです。ドイツの食事は、
☆中村幸浩さん
イマイチでした。
昨日株主総会が有り、今日から
来週から次年度が始まります。
社長になりました。来年６月、ハ 皆さんから励ましの言葉をいろい
ワイでの国際大会にぜひご参加く ろ頂きました。クラブが未来永劫
ださい。他のクラブからも参加さ に続くように頑張っていきたいと
れるそうです。
思います。
旅行会社は 1840 年頃、イギリス ≪会長・幹事記念品≫
でトーマス・クックが始めました。
鬼頭会長、川合幹事、1 年間お疲
知的好奇心を旅行で満たすという れさまでした。
目的でした。日本で初めての旅行
会社は 1910 年頃、今の日本旅行で
す。

皆様に配付した黄色いスポーツ
ジャケット。奉仕作業の時などに
着用予定です。

≪出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
５０名
出席者数
３８名
出席算定会員数
４６名
出席率
８２.６１％
前々回出席者
４３名
前々回出席率 ９３．４７％
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