
次回の例会

ジェニファー・ジョーンズ

クラブテーマ ： 持続可能なロータリー（サスティナブル  ロータリー）～絆の再構築へ～
地区スローガン ： 感動、感激、そして感謝

尾賀 康裕
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寄付金の状況

 2月9日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 55,000円 1,750,000円 3,000,000円

米山奨学金 ４,000円 1,380,000円 2,544,000円

ロータリー財団 26,000円 2,368,060円 3,880,000円

ありがとうございました。

「ポリオ・プラス」2週連続で話をさせていただきました。
 ( 宮﨑茂和 )
わずかでも世界に役立ちますように。トルコ地震に被災者にお
見舞いを。 ( 出雲路康照 )
宮﨑先生、「ポリオ・プラス」の講話本当にありがとうございま
す。感謝します。 ( 大森正男 )
宮﨑先生のポリオ卓話に感謝して。 ( 北島　恬 )
宮﨑先生、2週にわたり「ポリオ・プラス」の講話をお聞かせい
ただき、ありがとうございました。 ( 野村直之 )
宮﨑先生、先週に引き続き、講話ご苦労様です。 ( 細江　究 )
感謝。 ( 萬谷光司 )
宮﨑パストガバナー、卓話途中で退席申し訳ございません。
 ( 村中洋祐 )
宮﨑パストガバナー、卓話ありがとうございます。 ( 渡邉義信 )
山岸恒一　
 各　君

清水則明
やっと春の訪れが来たようです。米山ありがとうございます。
 ( 山本　宝 )
 各　君

【皆出席御祝】寺本光宏
【誕生日御祝】小谷哲治・滝本光男
【配偶者誕生日御祝】清水慶造・滝本光男・野路純平
配偶者誕生日御祝 / お誕生日おめでとう!! ( 柳町剛弘 )
【結婚記念日御祝】小谷哲治・荻原昭人
結婚記念日御祝 / これからも仲良く!! ( 柳町剛弘 )
清川メッキの特集番組が放映されます。2月12日 (日 )22 時
　BSテレビ東京「グロースの翼」で 30 分の特集です。ご覧
いただきますと幸いです。 ( 清川卓二 )
本日も寄付金ありがとうございます。 ( 瀬越智和 )
会葬御礼。 ( 髙木義秀 )
宮﨑先生、講話ありがとうございます。 ( 中山浩成 )
2月7日初孫が無事に誕生しました。感謝。 ( 萬谷光司 )
鈴木進治・山本晃司
 各　君

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 栄誉行事 / 米山奨学金授与 / 
 会員卓話 ( 鈴木  進治 会員 )

■ 2月 23日(木)  
   休　会　祝日 　(天皇誕生日)
■ 3月  2日(木)  
   栄誉行事/ 
   会員卓話(鈴木  進治 会員)
■ 3月  9日(木)  
   福井ローターアクトとの合同例会
■ 3月 16日(木)  
  会員卓話(竹澤  文孝 会員)
■ 3月 23日(木)  
   休　会 

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 表　彰　　
 米山功労者 / 
  加藤  幹夫 会員 ( 第 15 回 )、玉木　洋 会員 ( 第 8回 )、
  辻  恵利子 会員 ( 第 1回 )
 委員会報告・幹事報告・その他
 ゲスト卓話 ( インスタグラマー　村上 仁美様 )
 演　題「インスタグラマー直伝　Instagram活用術」
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2023年3月 2日(木)

■ 2 月 22 日 ( 水 )　 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
    大手町カフェ前
■ 3 月 29 日 ( 水 )　 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
    大手町カフェ前

※　ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染状
　況によっては、無しとなる場合がございます。
※　サインメークアップ有無、各ロータリークラブへのビジ
　ター受付の有無に関しましては、事務局までお問い合わせ
　いただきますようお願い申し上げます。

一般社団法人ロータリーの友事務所

　2023-24 年度版　「ロータリーの手帳」を製作することになりました。
価格は据え置き　1冊 660 円 ( 税込み )　送料別、手帳本体カレンダー ( 月間・週間・年間 ) をさらに
充実し、サイズは現年度同様 ( タテ 17.4cm×ヨコ 8.5cm) カラーはロータリーの第一基本色・ロイヤ
ルブルーです。
ロータリアンのための手帳です。ロータリー活動の良きパー
トナー「ロータリー手帳」をぜひご活用ください。
注文ご希望の会員様は 2月 22 日までに事務局までお申込みく
ださい。

事務所　〒910-0006 福井県福井市中央1丁目３番１号加藤ビル５階  TEL：0776-25-0633　FAX：0776-24-8622
例会場　ザ・グランユアーズフクイ３Ｆ　TEL：0776-24-3200                       例会  毎週木曜日12：30 ～ 13：30
クラブ会報委員会　委員長：山野井  秀一　副委員長：櫻田  貴美子
　　　　　　　　　委員：小谷  哲治・中島  良成・藤田  清彦・竹村  浩和・長野　学・金井  伸一郎・辻橋  清和・西岡  宏二郎・木村  佳美
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 　　　サブリーダー♪ ： 長谷  美左子・谷﨑  由美子・英  貴子・櫻田  貴美子・木村  佳美
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647） 
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2023年2月16日　第3525回本日の例会

　WBCワールドベースボールクラシック、野球の世界大会が近づいてきていますが、そのWBC監督の栗山
監督が元WBC監督の長嶋茂雄氏にWBC監督の心構えを聞きに行ったそうです。そのとき長嶋氏は、栗山監
督に、「WBCで勝つためには普段の生活から勝っていかないと勝ち切れない」といわれたそうです。つまり
日常生活で自分に負けている選手は、試合で良いパフォーマンスは出来ないということ。例えば挨拶におい

ても、常に明るく元気よく、相手が清々しい気持ちになるぐらいの挨拶が、体調や気分に関係なく出来ているかどうか、体調
や気分が悪い時に、普段と違う元気のない挨拶をしたとしたら、それは相手に悟られてしまい、チームの選手の状態がわかっ
てしまうことにもなります。たかだか挨拶一つ普段通りに出来ない選手が、試合で良いプレーをやり続けることはできません。 
　日常生活は素の自分や弱い自分が出やすい時です。そんな時こそ、自分に勝つ選手、日常生活から安定している選手が勝利
を引き寄せます。野球の試合時間は約 2時間、その他 22 時間の過ごし方が試合を決める、サッカーであれば、試合時間は前
後半で 90 分。残りの 22 時間半の過ごし方が試合を決めるといわれています。「時間を守る」、「挨拶をする」、「感謝の言葉を
届ける」など、当たり前のことを誰よりも当たり前にやる、日常生活において自己管理が出来ている選手が、試合においても
ベストなパフォーマンスが発揮できるようになるということです。
　長嶋氏の言葉からの学びは、我々もどこかの組織に所属し、生活をしていますが、人の気分や機嫌が組織
に与える影響は大きいものがあるということです。例えば会社においては上司が、学校においては先生や監
督が、家庭においては親が気分や機嫌の波が激しいと周りにいる人や共に生活をしている人の心は安定せず、
常に上司や先生、親の顔色を気にするようになります。そのような雰囲気になれば、良い結果が生まれるこ
とはありません。故に私たち大人は、どんなときも明るく元気に振る舞っていく必要があります。ただし、
人は人間である以上弱みは必ずあります。その弱みを簡単には見せないことが大切です。弱みを簡単に見せ
れば、部下や生徒、相手に悟られ、良い結果にはつながりません。
　福井ロータリーのメンバーは会社・団体組織においてリーダー的役割を担っている方が多数おられます。リーダー自身が、
できるだけ機嫌や気分に左右されることなく、自己コントロールを行い、日常生活を落ち着いて過ごしながら良い雰囲気を作
り出していけば、必ず結果は良い方向に向かっていきます。日常生活を見直し、整えてきましょう！

2022-23 年度  会 長
荻原  昭人

2月は「平和構築と紛争予防月間」です。 － 紛争や飢餓に苦しむことがない、平和な世界実現に取り組む仲間に感動。  －

会長挨拶

どこで会っても　やあ　と言おうよ
見つけたと時にゃ　おいと呼ぼうよ
遠いときには　手を振り合おうよ
それでこそ　ロー ロー ロータリー

♪ソング♪
《  それでこそロータリー  》

2023-24 年度　「ロータリー手帳」予約のご案内

幹事報告

　本日例会終了後理事会を行います。理事、
役員の方はお集りよろしくお願いいたしま
す。

幹 事　中広　久

「日常生活の大切さ」



　先週行ないましたポリオに関しての総論
的な話で大分「ポリオプラス」を理解して
いただいたと思います。今日は実際にソロ
モン諸島で行なったミッションについて話

を進めたいと思います。
1. 寛容、慈愛、忍耐→Rotary share　　私たちは寛容、慈愛、
忍耐を旗印にポールハリス以来、ロータリーは思いやりの心
で Rotary  Shares（割り当て、役割）、そして実際にこれを奉
仕という型でMake　Dreams Real と 100 年以上、世界での親
善と理解と平和の実現に向けて色々な奉仕を続けて参りまし
た。
2. ポリオの無い世界へ　ポスター　　ポリオ撲滅は現在も
ロータリーの第 1重点目標であり、撲滅することを 2007 年
RI の規定審議会（COL）で決議をしました。従って、これは
16 年以上にわたるロータリーの悲願でもあります。これを受
けて福井 RCの皆さんも会費の中で毎年ポリオワクチン購入
への指定寄付を行なっていますが、皆さんはご承知でしょう
か。
3.１４年間の表　　大きく直しました。別添資料になります。
私達の 2650 地区ではポリオ根絶に対して過去に於いて 14 年
間、WHOのWPRO（西太平洋事務局）と連携を取りながら毎
年、連続して東南アジア、南太平洋を中心にこの地域がポリ
オフリーを宣言するまでワクチン投与のため、現地までミッ
ションを組み実際に汗を流してポリオと戦って来ました。そ
してそれと同時に、その地域でこれもWHOと連携を取って
その地域で最もニーズの高いものに対して必ず世界社会奉仕
(WCS) も行なって来ました。これがロータリーの奉仕の素晴
らしいところですが、これらが 2650 地区の特色となり、ロー
タリーではポリオの 2650 地区と言われていた時期がありま
す。私のガバナー年度にはベトナムへ行き、前回の資料のよ
うな「モップアップ作戦」と名付けたメコン川流域、水上生
活者を中心にポリオのワクチネーションを行なってきました。
そしてその翌年にベトナムではなんとポリオフリーが宣言さ
れたのです。第 1日目に資料として添付してあるので、その
内容についてはぜひ一読して下さい。今回はその中から橋本
パストガバナー年度で行なわれソロモン諸島へのミッション

について話をすすめます。
4. ソロモン諸島の地図　　ソロモン諸島は第 2次世界大戦で
日本軍とアメリカ軍の激戦地であり、約 100 の島国の中心が
ガダルカナル島、首都はホニアラであります。日本からは関
西国際空港を発ってブリスベン経由で翌日にホニアラに着き
ました。首都と言っても前日には激しい雨のため河川が氾濫
し、中心街の大通りをワニが二匹散歩していてもこれが
ニュースにならない、というところであります。
5. ソロモン到着です。　　これは左上がソロモンでは第 1級
の空港で、右上が到着時の集合写真、下が大歓迎の写真であ
ります。この国の一つの儀式であり、細い竹を組み合わせて
作った笛、パンバイブスを使って私達を歓迎してくれました。
6. ホニアラＲＣ　　到着後直ちにホニアラＲＣへの表敬訪
問、例会へ出席して来ました。その時の情景です。次いで日
本の大使館にも表敬訪問をしました。この間に他のメンバー
はホテルでソロモンでのポリオの状況の説明を受け、すでに
ポリオはフリーになった国なのですが、ワクチンの接種率が
30％以下と極めて悪く、何時再びポリオが蔓延する可能性が
非常に高い国であることや、ポリオワクチン投与の方法など
のレクチャーを受けました。これを受けないと一般の人はポ
リオワクチン投与が出来ないからであります。さて、翌日
16 日は起床 5：00ＡＭ、ポリオへの inoculation( 接種 ) が始
まりました。
7. 診療所　集合写真　　これはホニアラの極く普通の診療所
で医師は常駐していません。看護師が 1名、雑役が 1名です。
もちろん、点滴やＡＥＤなどの設置は全く無く、消毒器もな
い。小さい冷蔵庫が 1つだけという状態です。このようなと
ころなので、ポリオの再発が非常に％が高いところでもあり
ます。
8. 投与しているところ　　下の写真のように集めた子供達に
ワクチンを投与します。左上の写真が私がワクチンを飲ませ
ています。更にこの国はＢ型、Ｃ型肝炎が多く、国民の約 7
割が罹患していて殆どの人がキャリアーです。これは予防注
射などで注射器の回し打ち ( タライ回し ) がまだ行なわれて
いますし、お産の時の母子感染も原因となっています。
9. 贈呈　　そこで私達は使い捨ての注射器を 3万本、そして
使用済みの注射器と針を含めて焼却する炉を 1基建てて来ま
した。WCS です。山崎Ｇ年度には隣のバヌアツ国で２基建

てていますので、これでこの地域では２か国に 3基建設した
ことになります。
10. 表示板　　これが表示板です。太陽パネルによる発電なの
で環境保全も考えました。レストランなど及びもつかないと
ころなので、持って行った簡単なお弁当で昼食を済ませ、直
ちにホニアラで最もグレードの高い小中高一貫のミッション
スクールでＷＣＳを行ないました。「どうしてグレードの高い
所へ行くの？」という素朴な質問になりますが、当地では夏
休みの真っ最中でここしか学校で授業をやっていなかったか
らです。これがこの時のWCS の表示板であります。
11. 全校生徒　　これは全校生徒の集合写真ですが、最高の学
校であっても体育館にフロアがなく、土を踏み固めてた土間
であり、屋根はトタン葺きに木造なので梁が丸見えです。そ
して子供の半数以上はまだ裸足です。
12. 大歓迎　　ここでも生徒のフラダンスで大歓迎をしてくれ
ました。
13. 学用品などの贈呈　　ここでは日本の子供達が描いた絵日
記と現地の子供が将来何になりたいかなどを書いた絵日記（こ
の中には日本に留学して外交官になりたい、などがあった）
の交換をして、ピアニカ、地球儀、黒板用のコンパスなどこ
の学校では始めての教材、運動器具、そのほかの楽器の贈呈
など、教育的な奉仕も行なって来ました。このあと、再びワ
クチン投与を行ない、ホテルに帰ったのは 19：00 でした。
14. 飛行機　　翌日も起床は 4：00ＡＭ、この日は南太平洋一
帯を襲った約 10ｍの高さの津波で島の半分が水没したギゾ島
へワクチン投与に行きました。飛行機と高速艇を乗り継いで
島に到着するのですが、この国では国中でジェット機が 1、
プロペラ機 2しかなく、ジェット機は修理に出したが、修理
代を支払えず、ブリスベンの工場で代金の替わりに抑えられ
ているような会社なのでプロペラ機への整備がきっちり行わ
れているのかどうかさえも分りません。更に出発時刻が 2時
間も延びても平気な国なので私達への安全に対するストレス
は 10 倍にも膨れ上がっていました。しかし私達メンバーから
は文句を言う人は一人もいなく、ただジーッと自分自分で時
間を費やしているロータリアンは将に Service above Self であ
りました。これが航空機です。
15. 体重測定　　飛行機に乗り込むときには一人一人体重を測
定してそのトータルで飛べるかどうか、許容量をオーバーし
ていないか、と検査をしてから飛び立ちます。
16. コックピット　　コックピットは仕切りが無く丸見えで航
空機のライセンスを持っている当時は松原ガバナーノミニー
は大喜びですが、高度 3,000 ～ 5,000ｍのところを飛ぶので夏
でも機内は寒くて閉口しました。
17. エアポート　　この国ではエアポートを作るのにまるまる
一つの島（ヌサテュプ島）全体が飛行場になっていて、無人
島になっています。これは島で唯一の建物であり、日本の海
外援助で建てられたもので、ここにも標識がありました。
18. ギゾ島到着　　高速艇でギゾ島到着です。上の写真 2枚
をみても木は根こそぎ、ヤシの葉が枯れているところまでが
津波の高さ、下の写真のように鉄筋の橋はもぎとられたよう
になっていて修繕する予算が全くありません。
19. 病院と贈呈　　ギゾ島では左上の写真。この近辺で唯一の
医師が常駐する病院です。この国では写真右上のように 7つ
の感染症を防止することが表示してあり、結核、ジフテリア、
ポリオ、百日咳、破傷風、はしかなどであり、成人までに免
疫を獲得しましょうと告知するものであり、マラリアは予防
注射がありませんのでこの中には入りませんが、私達がもっ
とも怖いのはここは最大のマラリア汚染地域でもあることで
す。この病院へは左下及び右下のように、電動車いす 2、数
枚のベッドの防水カバー、そのほか色々の医療器具を沢山贈
りました。車椅子に乗っているのはこの国の厚生大臣です。
20. 津波難民キャンプ　2枚　　いよいよ津波と地震による被
害者難民のキャンプに着きました。左上はキャンプの集会場
で住人が建てたものであり、平素は右下のようなテントの中
で生活していますが、住民は周囲の森林から木を切って極く
簡単な家を簡単に建てて住んでいるものが多く、したがって
住民は家を建てることは非常に上手ですが、テントのみの生
活のものも沢山いて、子供は殆ど学校へ行っていません。
21. アウトリーチ作戦　4枚　　ポリオワクチン投与はアウト
リーチ作戦を執り、キャンプ内の家族、一軒一軒を回って 5
歳以下の子供にワクチンを飲ませます。左上や右上のように
先ず親を説得して行ないますが、識字率が全く低く、学校に
も行っていない親を説得してワクチンを投与するのは大変な
ものがありました。
そして左下はポリオワクチン投与、右下ははしかの予防注射
です。注射はＤｒにしか出来ませんので小生がやっています。

22. 子供達　2枚　　しかし子供達はどうでしょう。元気溌
剌です。私達は日本から持って行った米 20 ㎏袋を 4個寄贈
して、村中大喜びでした。One profits most who serves best
　大分疲れ果てた私達でしたが、これらの子供達から元気を
profit しました。右下の写真で向かって左端が小生です。
23. 米国のグラマン闘機の残骸　　最初にも申し上げました
が、ガダルカナル島は第 2次世界大戦で勝ち続けていた日本
軍が初めて大きく負けて、以後徐々に追い詰められて遂に敗
戦の日を迎えることになった、いわゆる天下分け目の関ヶ原
の戦いとなった場所であるだけに、その戦闘は極めて激しい
ものがありました。これは米国のグラマン戦闘機の残骸です
が、日本の戦闘機の残骸も沢山そのままになっていました。
24. 仏像　2枚　　このような場所にはこのような石仏があ
り、戦死した日本兵のお墓（日本式）で子供たちが清掃など
おこなっています。そして右下のように親日的な家族が墓守
りをしてくれています。貧しい極貧の生活ですが、その温か
い心をまた profit できました。
25. 慰霊祭　4枚　　ここでは約 3,000 人の日本兵が亡くな
りましたが、1,000 人は戦争そのもので 2,000 人はマラリア
などの病と飢餓で亡くなったそうです。私達はこのような慰
霊祭を訪問した日本人墓地で必ず行なっています。このよう
に日本の国の為に戦って亡くなった若い兵隊、日本人を、特
に現代の若い人たちはもうとっくの昔に忘れているのではな
いかと思います。右下の写真のように鯖江 RCの高間さんが
尺八で懐かしい日本の唱歌を奏でてくれましたが、私達は涙
涙でこれを歌いました。そして翌日にはソロモンからブリス
ベンへ移動し、2泊の後シドニー経由で関空へ帰って来まし
た。
26. ホテル前での集合写真　　これは帰途につく参加者全員
のシドニーでのホテル前での集合写真です。ミッションを終
えた笑顔が満足感を漂わせていますし、皆の汗の結晶がこの
ミッションを成功に導いたと思います。矢張りロータリアン
は素晴らしいと思いますね。ソロモンの子供達にロータリー
のマークと日の丸の旗のイメージを強烈に与えてきたロータ
リーはすごいと思います。
27.  2650 地区のWCS 委員会メンバー　　その当時の 2650
地区の委員会メンバーの方々です。特に日に焼けた顔をして
いる 2人、平城京 RCの熊本さん、湖北 RCの園田さんで私
達が行く 1週間前から準備のために現地に入っていました。
右下の真ん中はWHO、WPROの佐藤Dr で、私達とはもう
10 数年来の仲間であり、ポリオ撲滅のためにどの地域をた
たくべきかを、またその地域での最大のWCS は何であるか
を教えていただき、その地域へ私達はミッションを組んで奉
仕をしたことになります。なお、WPROのこの時の所長さん
は今コロナで大活躍の尾身先生でありました。
28. 青年海外協力隊へ　　また日本からは海外青年協力隊の
メンバーが約 20 名、ソロモンに来ていて、彼、彼女達が現
場で最も必要なものをWHOに予め知らせてもらい、それを
私達は贈りました。このようなものは政府もＷＨＯもユニセ
フも色々と贈ることが出来ませんが、私達 Rotarian は手荷物
で持って行った品々「おみやげ」を送ったことになります。
29. ソロモンミッションの写真　　皆さんどうだったでしょ
うか。このような奉仕を実際に 2650 地区は毎年行なってい
たのです。そして参加したメンバーは福井県のロータリアン
が最も多かったことも私達の誇りでありました。この写真の
ロータリアンの顔の表情は例会や地区大会などでは見られま
せん。ロータリーの奉仕、どんな奉仕でも参加した時だけに
見られる笑顔です。ロータリアンの心に促されて奉仕をする
のか、奉仕に促されてロータリアンの心が育まれるのか、私
はこの両方であり、それによってロータリアンの魅力が生ま
れるのだと思います。

　ロータリーでは現在も「End　Polio　Now」をキャッチフ
レーズとして活動していて、WHOも毎年 10 月 24 日の世界
ポリオデーと指定し、ポリオに対する意識を高め世界中の
RCがこれに参加、寄付をしていることになります。しかし、
現在クラブや地区の活動はどうでしょうか。このような活動
がロータリーでは行われていることへの認識を皆さんは持っ
ていらっしゃるでしょうか。ロータリアンだから行えるポリ
オ撲滅への募金（PEFC）、地区が再びこのようなミッション
を行なった場合、ぜひ参加して頂きたいと思います。私が実
際に現地まで行ってきたミッションについて本日は卓話をさ
せていただきました。ポリオ撲滅に対する素晴らしい認識を
皆さんに再び呼び起こしたいと思いますので宜しくお願いし
ます。
　長々とご清聴ありがとうございました。

● 現在会員 139名
● 出席者 88名
● 欠席者 42名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 67.7％

● メークアップ 33名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.5％

 1 月 19 日 ●メークアップ　　　野村直之・渡邉義信・木村憲一(2/4 
2023-24年度 第1回地区チーム研修セミナー)、荻原昭人・渡
辺崇嗣・村田良昭(2/8 福井RAC)、藤本潤一・木村憲一(2/11 
地区 2022-23年度 第2回合同地区委員会)、木村憲一(2/12 
2022-23年度 IM第4組「新会員セミナー) 各  君
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2023-24 年度　理事変更

講　話 ( ポリオプラスについて )②

例会報告

宮﨑  茂和 パストガバナー

吉田  清二 副会長

　皆さんこんにちは。先々週の木曜日に次
年度幹事予定者の伊藤 仁一郎会員より、突
然辞任の話がありました。原因は全く分か
りませんが、予測されることはいくつかあ

りましたけれど、これ以上続けることが難しいとのことで先
ほど福井ロータリーの細則第 3条 第 6 節にあります通り、次

年度の理事予定者会議において理事エレクトの地位に欠員
が生じた場合、残りの次期理事会メンバーによって後任者
が任命されるとのことで先週、エレクト理事会を開き、決
定したことを申し上げます。
　本来は今日、伊藤さんにここに来てもらうべきですが、
欠席の為、決定事項をお知らせいたします。
　社会奉仕担当理事予定でありました角谷 恒彦会員が副幹
事となり、その後任として奥村 隆司会員に社会奉仕担当理
事となりましたことをご報告いたします。

角谷  恒彦 副幹事

　今、吉田副会長よりご紹介があった通り
今年の 7月から幹事を仰せつかまりました
角谷 恒彦です。伊藤君とは同級生というこ
ともありまして説得はしておりましたが、

彼がどうしても続けられないということで退会届を出されま
した。私としては非常に残念です。彼を最後まで説得したの
ですが意志に変わりはないということで。ただそういう “よ
しみ ”で受けたわけではありませし、そんなものでもありま

せん。しっかりと任務を果たしていきたいです。皆さんの
力もお借りしなければならないですし非常に重く受け止め
ております。何が間に合っていて何が間に合ってないのか
いまだに暗中模索の状態で書類を作っておりますけれども、
中広幹事に教えていただきながら頭の中の整理をしてきて
おります。
　私からご連絡させていただいた理事、委員長予定者、副
委員長予定者の皆様にはお引き受けいただき誠に感謝申し
上げます。どうか吉田副会長の意思を来期に向け実現する
ために頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。
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