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理事役員退任挨拶
並びにターミネートパーティー

西島　光茂　会長
70歳で、盛岡RC会長という、私にとっての人生の春を迎

え、四季を過ごしました。小梅が咲いて休会に入り、ウグ
イスが鳴いて再開しました、あっという間に過ぎてしまっ
た感じがします。皆様からいただいたご意見も貴重でした。
楽しかったです。
勝さんという名幹事がいて、西島がうろうろしていた
感じです。これで西島・勝の年度は終了します。数ある
思い出は、ニコニコに書きました。
本来は利益を求める会社の代表が集っているロータ
リークラブが利益を求めずに奉仕活動をするために、そ
れぞれの方が時間を見つけ、都合をつけながら活動に参
加する姿を見て、自分にもできるのだろうかと思ってお
りました。やろうと思えばできないことはないと感じま
した。心からの御礼を申し上げて盛岡ＲＣ会長の退任の
挨拶といたします。

熊谷　隆司　副会長
西島会長年度は、波瀾万丈の１年でした。前半のクラ
イマックスは、ロータリー財団地区補助金を使ったラオ
ス中規模病院への医療器具支援プロジェクトで、国際的
で人道的な視点の実にインパクトの強いものでした。西
島会長の着想と行動力に敬意を表します。
他方、後半は新型コロナウイルス感染拡大で例会も休
会が相次ぎ、苦しい会運営が続きましたが、会員の皆様
の協力により、どうにか無事にゴールに辿り着くことが
できました。心より感謝します。

飯塚　肇　副会長
ロータリークラブが大好きな西島会長にとっては、新
型コロナのおかげで、例会が長い間開催されないことは
誠に残念なことではありました。
しかしながら、その制約のなかでも、盛岡ロータリー
クラブの歴史と伝統に「新しいドア」を開けて下さいま
したし、また「空いていた穴」を塞いで下さる等見事な
実績を上げられました。この一年のすべての会員の委員
会活動に感謝して、退任の挨拶といたします。

勝　雅行　幹事
１年間ありがとうございました。皆さまのご協力のお

かげで無事大役を終える事が出来ました。もう少しやり
たい気持ちもありますが、米内年度クラブ奉仕委員会の
長として務めてまいりますので宜しくお願い致します。

畠山　将樹　副幹事
幹事業務は全て勝幹事がやってくださいました。例会

前のポスティング作業ですら、勝幹事が作業を終えた頃
を見計らったかのように会場に現れるような有様で、申し
訳ございませんでした。ラオスへの支援という素晴らしい
新たな取組みを実行した西島会長、勝幹事のもとでの、
副幹事を務めさせていただき、大変光栄でございました。

米内　正　次期会長
今年度は新型コロナ感染症対策を講じながらの事業の

遂行でした。たいへんご苦労様でした。会長バッチを引
き継ぎ、今は心地よい緊張感があります。
国際奉仕活動として、ラオスのカーシー郡立病院への

医療器具支援プロジェクトを成功裏に成就できたことは
ＲＩが掲げている「ロータリーの６つの重点分野」の１
つと合致し、当クラブに相応しい画期的奉仕活動でした。
私の年度でも継続できることは重責であるとともに名誉
なことです。このような奉仕活動をはじめた西島会長を
医療の仲間として尊敬し、クラグを通して友人になれた
ことを、たいへん嬉しく思っています。来期も会員の皆
様のご協力のもと、クラブの運営をしっかりやっていき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

大平　騰一　次期幹事
本年度は副幹事を務め、勝幹事の動きを見つめてきま

した。歴代の幹事皆さんは立派にその任を務められて、
自分の番だと思うと今はとても不安な気持ちでいます。
先日、元幹事のお一人から「１年という時間の中で最

終の着地点を考えながら行動する」という言葉をいただ
きました。会員皆様の相互の好意と友情を深める一助に
なれればと思い、務めさせて頂きます。
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例 会 報 告

第34回例会
令和２年６月18日㈭

　18時30分　開会点鐘
・司　会　西島光茂会長
・ロータリーソング（奉仕の理想）
・会長報告　西島光茂会長
・入会祝　長澤　茂君
・誕生祝　長澤　茂・田村賢一君
・結婚祝　長澤　茂君
・幹事報告　勝　雅行幹事
・退任挨拶
　　会　長　西島光茂
　　副会長　熊谷隆司
　　副会長　飯塚　肇
　　幹　事　勝　雅行
　　副幹事　畠山将樹
・会長バッジ返還·伝達
　米内正次期会長挨拶
・幹事バッジ返還·伝達
　大平騰一次期幹事挨拶

◇ターミネートパーティー
　於：盛岡グランドホテル

【ニコニコBOX】
◆田中堯史君…西島会長さんへ　こ
の1年ありがとうございます。ド
イツでILCの見学も日曜日で叶い
ませんでした。年度も思いもしな
いパンデミックで、中途半端な想
いは否めないのではないでしょう
か。機会があったら再度の会長は
どうでしょ！ 手伝いします。
◆荻野忠良君…西島会長一年間ご苦
労様でした。
◆長野隆行君…①西島会長、勝幹事
さんはじめ理事役員の皆さんには
クラブ始まって以来の長期の休会
があり、消化不足の感があるかと
思いますが、とにかく一年間大変
ご苦労様でした。②先日、盛岡ク
ラブ最年長である村井研一郎会員
の脳を見る機会がありました。90
歳とは思えない若々しく素晴らし
い脳でした。会員の皆様はその秘
訣を知りたいと思いますが、それ
は、例会に毎回出席することです!! 
このニコニコは、ご本人のお許し
を得て書かせていただきました。
◆海野尚君…西島年度おつかれ様で
した。米内年度よろしくお願いし
ます。米内先生、明後日やさしく歯
を抜いてください。痛くしないでく
ださい。お願いしてニコニコします。
◆米内正君…西島会長、役員の皆様、
1年間たいへんご苦労様でした。
今晩は美味しいお酒と食事に舌鼓
を打って、疲れを癒してください。
◆岩野法光君…西島会長一年間（？）

ご苦労様でした。最後の例会、メ
ニューを見てビックリしていたら
グランドホテルの社員の方がちゃ
んと別メニューを用意しています
との事、感激したのでニコニコし
ます。ちなみに私の食べれないも
のは鰻です。

◆岡村弥君…西島会長・勝幹事、一
年間、本当にお疲れ様でした！ 
ラオスで貴重な経験をさせていた
だき心から感謝しております！ 
ありがとうございました。

◆熊谷隆司君…西島会長、幹事の皆
様、１年間大変ご苦労様でした。
ありがとうございました。次期会
長の米内先生、そして幹事の皆様
には次年度も楽しく、充実した年
度にしていただくようよろしくお
願いします。

◆長谷川久晃君…この度転勤で仙台
に参ります。直接御あいさつする
ことが出来ず失礼をいたします。
３年前に着任し、今日まで会員皆
様をはじめ多くの方々にお会いで
き、人との繋がりを大事にして、そ
して教えられ助けられてきました。
街の色彩や厳しい冬の季節も今で
は私にとって岩手が親しめる場所
になっています。益々の盛岡RCの
御発展と会員皆様のご健勝とご祈
念を申し上げます。大変お世話に
なりました。心より感謝を致します。
◆村井研一郎君…長野先生の毎年の
定期健診のお蔭で何とか認知機能
も健康に過ごして居ります。有難
うございます。

◆荒川鉄平君…当初、社会奉仕委員
会委員長の命を受けた時、ゆとり
ある委員会で今年は少し休めるか
と思った矢先に、西島会長から盛
岡シティマラソンのエイド設置を
やってくれと言われ、大変なこと
になったと思っていました。とこ
ろが委員会を重ねて周到な準備を
し、当日は更に色々な方の協力を
得てのエイドは我々に予想以上の
楽しさを与えてくれました。予定
外の仕事を与えてくれた西島会長
に感謝してニコニコします。
追伸・せっかく大会事務局長の高
橋君が入会したのに今年の盛岡シ
ティマラソンは中止になりました
が、来年の開催を楽しみにしてい
ます。頑張れ海老蔵！

◆斎藤和好君…西島先生！大変すば
らしい会長さんでした。今後共よ
ろしくお願い申し上げます。

◆畠山将樹君…西島会長、勝幹事の
もとで、副幹事を務めさせて頂き
まして、光栄でございました。大
して働かなかったことのおわび
で、ニコニコします。ありがとう
ございました。

◆鈴木博高君…SAAの皆様には、大
変ご迷惑をおかけしました。来年度

も宜しくお願い致します。
◆佐藤重昭君…西島会長様、勝幹事
様そして2019～ 2020チームの
皆様、大変おつかれ様でした。コ
ロナで３ヶ月ほどお休みでした
が、楽しい一年間を過ごさせて頂
きありがとうございました。いわ
て盛岡シティマラソンのブース設
営に参加できたのが楽しい思い出
です。西島会長、岡村委員長、副
委員長なのにラオスに行けなくて
すいませんでした！

◆吉江信博君…西島会長・勝幹事、
約３ヶ月間の空白期間があり完全
燃焼とは行かなかったと思います
が、今まで経験したことが無い大
変な時期の１年間ご苦労様でし
た。米内次期会長、大平次期幹事
にとってもコロナ感染の広まりが
落ち着くまでこれからも未経験の
事態が多々あると思います。波乱
の１年になると思いますが、宜し
くお願い致します。

◆赤沢文彦君…昨年、盛岡に赴任し、
昨日でちょうど１年となりまし
た。（2019年６月18日に着任）
今日から盛岡２年生です。この間、
盛岡ロータリークラブの皆さんに
は大変お世話になり、ありがとう
ございました。２年目もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

◆飯塚肇君…盛岡ロータリークラブ
の歴史と伝統に、新しいドアを開
けてくださった西島会長に敬意を
こめてニコニコします。

◆西島光茂・勝雅行君…①西島・勝
の年度は終了します。無事に終了
でき、皆様のご協力に心から御礼
申し上げます。②メイプルカント
リーのクラブハウスでの納涼会に
奥様同伴で来ていただいたこと、
盛岡シティマラソンで『水があり
ます』とみんなで声をかけたこと、
ラオスのカーシー郡立病院を国際
奉仕活動で援助したこと、ラオス
のトイレはヒシャクで水を流す式
で決して自動水洗ではなかった事
など良い思い出がいっぱいです。
③国際学会でいただいた栞に素敵
な言葉がありました。
Yesterday is history. Tomorrow 
is a mystery.　Today is a gift.
That's why it's called the present.
調べましたら米国のアリス・モー
ス・アール（歴史家）が1902年
に書いた本に書いてあるそうです。
その文章の前に、The clock is 
running. Make the most of today. 
Time waits for no man. と書いて
あるそうです。会員の皆様、1年間、
本当にありがとうございました。

●メークアップ
クラブ委員会＝眞下・上野・
近藤（一）・鈴木・小川（彰）・千崎君

出 席 報 告 会員数/79名 出席数/56名 前々回/89.33％出席率/73.68％
●本号編集担当／金沢　滋
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