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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
いよいよ、本日が、最
終例会となりました。
一年を振り返ってみ

ますと、本当に新型コロナに始まり、新型コロ
ナで終わる一年でした。
　こんな時、ふと思い浮かぶことわざが、人間
万事塞翁が馬です。「人間万事塞翁が馬」と
は、誰しも一度は耳にしたことがあることわざ
ですね。その意味とは、「人生における幸不幸
は予測しがたいということ、幸せが不幸に、不
幸が幸せにいつ転じるかわからないのだか
ら、安易に喜んだり悲しんだりするべきではな
いというたとえ」です。

ロータリーソング

会 長 の 時 間

言い換えると、「チャンスの後にピンチあり、ピンチの後
にチャンスあり」といえますね。
　今、世界中が、新型コロナの感染拡大によって、国の
経済は大打撃を受けてしまいました。緊急事態宣言が
発出され、本格的な行楽シーズンとなるはずであった
今も経済は活気を取り戻せずにいます。
　どのクラブも、ロータリーの一年の活動もほとんどで
きなかったのではないでしょうか。先行きを明るく見通
すことが難しい年でありました。しかし、こんなピンチの
時こそ、「人間万事塞翁が馬」の考え方が必要だと思い
ます。
　今後は少しでも良くなるというマインドセットを持つ
だけで、この危機に対する捉え方は大きく変わってくる
のではないだろうかと思います。
　本日、三回目の福井県独自の緊急事態宣言が発令さ
れ、わがクラブの懇親会が中止になりました。誠に残念
であります。しかし、振り返りますと、コロナ禍のなか、例
会が出来たこと、家庭会合が出来たこと、忘年新年会が
出来たこと、模擬面接の奉仕活動が出来たこと、鯖江市
に地区補助金を通じ、消毒液を寄附できたこと、そして
何よりアクトの灯火を消さずに、次年度に引き継げたこ
と（瀧ケ花幹事の息子さんが、次年度のアクト会長を引
き受けてくれました。）本当に感謝の一年でした。
瀧ケ花幹事はもとより、委員長のみなさん、会員の皆さ
んのおかげで、私のようなものでも、1年間会長を務め
ることが出来ました。本当にありがとうございました。
　7月より始まる、帰山会長・佐野幹事年度に無事タス
キを渡すことができそうで本当にホットしております。
次年度はきっと素晴らしい年度になると思います。
　最後に、「ロータリーとは何か」と問われたら、こう答
えます。 ロータリーは思いやりのある平和な社会作り
を目指しています。 このような社会の改良に奉仕する
ものはロータリアン一人ひとりです。 ロータリアン自身

の心の改善、すなわち奉仕の心の涵養は、ロータリーク
ラブの例会の親睦を通して助長されるものです。 した
がって、ロータリーにあっては教師がいません。ロータ
リアン全員が教師であり、また全員が生徒です。つまり、
ロータリーは自己を教育する場なのです。 「例会場に
入りて学び、例会場を出でて奉仕せよ」 といわれる所
以です。
　会長の時間は私にとってまなびの時間であり、今後
のロータリアンとしての宝物といえるよう精進していき
たいと思います。
みなさま、一年間ご清聴ありがとうございました。

瀧ヶ花　秀晃　幹事
　1年間どうもありがとうござ
いました。特別ご報告すること
はございませんので、皆様に
お礼の言葉をお伝えします。

　準備段階からコロナ禍という事もあり、まだまだ続い
ている状態でありますが、1年間通して活動していけた
事は皆様のお陰だと感謝申し上げます。
　ほとんど行事が出来なかった事は心残りですけれど
も、梅田プログラム委員長、1年間助けていただきあり
がとうございました。大橋親睦委員長にも助けていた
だきました。このような状態の中、例会だけは毎週続け
て来れました事だけは、良かったなと思います。
　次年度にはコロナ禍も終わって、いろんな活動が出
来るようになったら良いなと思っています。最終例会な
ので、本当は懇親会をしたかったのですが、福井県の
「緊急事態宣言」発令中でありますので、仕方がないと
思っています。
　幹事の仕事としては不十分ではございましたが、
1年間本当にありがとうございました。

最 終 夜 間 例 会
会場：富士屋会館

2021-22年度

委員長方針発表
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野中　敏昭　会員

瀧ヶ花 秀晃   会員

帰山　明朗　会員

佐野　直美　会員

齋藤 多久馬   会員

窪田　健一　会員

岡本　圭子　会員
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園　　幸雄　会員
ニコニコ箱発表
　吉田　俊博　
ニコニコ委員長

一年間ありがとうござ合いました。
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野中会長　瀧ヶ花幹事1年間お疲れ様でした。
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野中会長　瀧ヶ花幹事1年間お疲れ様でした。

1年間ありがとうございました。お蔭で任務を全うできました。感謝です

1年間お疲れ様でした。

　〃   来年度もよろしくお願いします

　〃   おかげで7年間皆勤できました。

会長幹事1年間お疲れ様でした。例会急用で欠席すみません

　　

出席率100％者　表彰 ニコニコ箱高額寄付者　表彰

2021-22年度　
帰山　明朗　会長
　野中会長、瀧ヶ花幹事、大変お疲
れ様でございました。素晴らしい1
年間でした事を心から感謝申し上

げます。そして、役員として会長・幹事をお支えし、務めてい
ただいた皆様にも感謝申し上げます。
　ロータリーの1年間は船旅に例えられます。野中丸の旅立
ちは、コロナ禍の中荒れた海を進んでいくような大変さが、
実は何もできない時だからこそご苦労も多かった中での活
動に、改めて敬意を表します。
　非力な私には、野中会長のように努められませんが、皆様
のお力を借りて精一杯「緊急事態宣言」
どしゃ降りからのスタートをすれば、後は明るくなるのを待
つだけだと期待します。鯖江ロータリークラブ初女性幹事、
佐野幹事がお手伝いしてくれます。
　皆様のお力をお借りしながら、精一杯のスタートを切ろう
と思いますので、どうかお力をお貸しいただきますように心
からお願い申し上げます。
　野中会長・瀧ヶ花幹事、本当にお疲れ様でした。深く深く
感謝申し上げます。

2021-22年度　
佐野　直美　幹事
　次年度幹事をさせて
いただく佐野直美です。
　野中会長・瀧ヶ花幹事

1年間お疲れ様でした。
　前の席で1年間座らせていただき、心構えをし
てきたつもりですが、あっという間に1年が経ち、
とても不安でしかありません。帰山次年度会長始
め皆様は、私以上にあの幹事で大丈夫だろうかと
思われましても、温かい心で𠮟咤激励していただ
きまして、1年間幹事として務まりますようご指導
くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
　来週1回目の卓話は、「会長方針」でございます
が、時間がございましたら、委員会活動方針もし
ていただきたいと思いますので、各委員長はどう
ぞよろしくお願いいたします。また、例会終了後は
第1回目の定例理事会を開催いたしますので、
理事の皆様は、そのおつもりで例会にご出席いた
だきますよう、お時間を取ってくださいますよう、
よろしくお願いいたします。
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