
 

 

 

 

 

 

ロータリー特別月間     ４月：母子の健康    ５月：青少年奉仕  

４月２７日例会より 

『 観桜例会』  
   

《3 年ぶりに観桜会を開催～コロナ禍

の推移を検討して～》 
親睦家族委員会は、高萩市でのコロナ感染症

の状況を見ながら、ここ 2年間開催を見送っ

た観桜会例会を、「月乃家」例会場の２階広

間で開催した。 

 今回は、永山捷平様、棚谷稔様を招待し、

昨年末退会した際にご挨拶をいただけなか

ったので、冒頭、改めて退会のスピーチをい

ただいた。 

 

はじめに、

棚谷さんは

長期の見通

しの中で、

若いロータ

リアンを育

てる活動を

望んでいた

が、急に、

体調が万全でないことに気付き、療養、養生

主体の生活に心がけていることを話された。

しばらくぶりでしたが、オンラインでなく、

直接、感銘深く伺ったところです。 

 特に感染症への対応に注意し、挨拶の後、

すぐに退席されました。 

  

永山 捷平 様 退会のご挨拶 

次に永山さんが，退

会の挨拶を行った。

60 年近く耳鼻科の

臨床でお仕事をさ

れており、すっかり

歩行の体力が衰え

てしまったことを、

実感として、お話し

ていただき、長い間

のロータリークラ

ブでの交流を越え

て、街であったら、

手をあげて「やあ

‥」と挨拶したいと懐かしくお話しいただい

た。 

長寿会員 花園文熙会員の挨拶 

 長期のリハビリのため、休会していた、当ク

ラブ最高齢 花園会員が、久しぶりに出席し、

ご挨拶いただいた。 

 自分では元気で、少しずつ快方に向かうよう

努力を重ね、リハビリに励んでいるが、なかな

か自分の思うようには回復していないと近況

を話された。主治医の先生の見立てでは、高齢

者の場合、体調が低下しないで維持されている

ことを評価しているという。 

  
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 ７日 出席報告 

５月 ４日 休会祝日  会員数 出席者 欠席者 

５月 ８日 地区大会 会長・幹事・全会員 ２９ １７ １０ 

５月１１日 特別例会 米山奨学生 米山記念奨学委員会 出 席 率 ：  １００ % 

５月１８日 三団体合同例会 会長・幹事 前々週訂正 ：  １００ % 
 
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 
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棚谷稔 田所和雄 石平光 今川隆 大平敏明 滝徳宗 
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
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 



それにしても元気な

ご様子でリハビリに

取り組んでいる様子

を伺い、感心した次第

である。 

 

 

横倉敏明会員が乾杯の発声 

 コロナ感染症の対策で

大忙しの横倉会員が出席。

オミクロン株の状況と最

近の変化について報告を

受け、その後乾杯の発声

をお願いした。 

 最近は夜間オンライン

の会議が大変多く、多忙

を極めているとのことであるが、久しぶりで

皆さんと対面し、勇気と活力となると、コメ

ントをいただいた 

《鈴木直登会長挨拶》 

今日は久しぶりの観桜会！大いに意見交換し

ましょう。 

 

《幹事報告》 

1、2022年度規程審議会結果報告会開催のご案内 

2、2022-2023年度第一分区第 1回会長・幹事会 

3、2022年度 高萩市国際交流協会総会について 

 

 

 

 



 

 

【お客様】 

永山 捷平 様 

棚谷 稔  様 

 

【メークアップ】 

４／２０ 第 11回理事会 

小谷松政紀、小森勇一、大髙司郎 

石君平、田所和雄、鈴木直登、 

大河原浩、今川隆、平野浩司 

４／２１．２２  

第 1・第 2・第 3地域 クラブ活性化セミナー 

     大髙司郎 

４／２３ 日立港 RC45周年記念祝賀会  

小森勇一、大髙司郎 

４／２４ 地区研修・協議会 

     鈴木啓志、小森勇一、大髙司郎、 

石君平、大河原浩、今川隆、 

菱川健司、滝徳宗 

４／２５ ガバナー支援準備会 

     鈴木啓志、江尻寛、小森勇一、 

大髙司郎、大河原浩 

４／２６ 第１地域 地区の現状と会員基盤向上

セミナー  大髙司郎 

 

【ニコニコ BOX】 

棚谷稔さん：久しぶりの観桜会楽しみですね。 

永山捷平さん：退会を言ってから１年経ってしま

いました。 

横倉稔明さん：久しぶりの参加です。楽しみにし

ています。 

花園文熙さん：しばらくぶりで皆さんにお会いで

きて嬉しいです。 

岡田拓也さん：久しぶりの対面での会食例会！や

はり顔を合わせる当たり前の事がどれだけ有り難

い事か実感致しました。どうぞよろしくお願いし

ます。 

大河原浩さん：久しぶりに皆様との観桜会ですね。

花園さん、永山さん、棚谷さん、お会いできてう

れしいです。 

田所和雄さん：しばらくぶりの観桜会です。懇親

を深めましょう。  

鈴木啓志さん：久しぶりの月乃家 2階ですね。観

桜会楽しみです。花園さん、永山さん、棚谷さん

ようこそ！お会い出来てうれしいです。  

小森勇一さん：久しぶりの観桜会おおいに英気を

やしなって下さい。ごくろうさまです。  

鈴木直登さん：皆さんお久しぶり。「やぁ元気か」

こんな掛け声が響きあう日常になるよう己の行動

すべきことに徹しています。 

石君平さん：観桜会、親睦活動・家族委員会の方

にお世話になります。 

大髙司郎さん：久しぶりの夜間例会楽しみにして

いました。親睦委員会の皆様、お世話になります。  

小谷松政紀さん、鈴木国男さん、江尻寛さん、滝

徳宗さん 

本日計  ２６，０００円 

 累計 ３８８，２００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計   ６，１８０円 

累計  ４１５，３３０円 

 

【ポリオプラス】 

本日計       ０円 

累計   ５４，７３０円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計  ９，０００円 

累計 ３１７，０００円 

 

 

 

 

 


