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【本日のプログラム】 

司   会 三浦眞澄例会運営委員長                

プログラム 会長挨拶 ／ 幹事報告 ／ 新入会員紹介   食 事 長松 

 

〔〔会会長長挨挨拶拶〕〕  

〔〔委委員員会会報報告告〕〕  

〈出席委員会〉朝岡 正委員長 

本日の出席数 57名    

4月 7日のﾒｰｸｱｯﾌﾟ 16名    

訂正出席率 100％   

（4月 14日・21日・5月 12日の例会は定款第８条 第

１節例会(Ｃ)により取消 ＊全地域社会にわたる流行

病もしくは災害が発生した場合） 

〈スマイルボックス委員会〉神谷 明委員長 

小澤育史君 無事 3000 回例会を迎える事が出来ま

した。本日たくさんの入会いただき有難うございまし

た。 

榊原勝俊君 例会 3000 回おめでとうございます。歴

代の皆様ご苦労様でした。そして有難うございまし

た。 

杉浦 広君 先輩方のご指導のおかげで無事 3000

回例会に出席する事が出来ました。 

山﨑周彌君 会長さん以下の皆様のご配慮で、例会

感謝します。 

岩崎智一君 3000 回例会の開催、まずはおめでとう

ございます。 

坂田吉郎君 記念すべき三千回例会に出席できて

光栄です。なお 5 月 25 日付けで保護司の委嘱を受

けました。 

小笠原正秀君 先週の金曜日の午後 6:30 過ぎの

NHK 名古屋放送局のニュースの中で牛乳、酪農事

情で 30 秒ほど出演させて頂きました。スマホのズー

ム機能を使い自宅で 3 回取り直して疲れ切った後の

顔でした。 

会長/ 小澤育史  幹事/ 杉浦義浩 
クラブ会報委員 松本容明 / 犬塚宣明 / 平田兼久 / 松川泰三 

例会日：火曜日 12:30  例会場：西尾コンベンションホール B 

事務局：西尾市永楽町 3-45  西尾信用金庫中央支店内 204 
TEL：0563-54-7770  FAX：0563-54-7050  URL:http://www.nishio-rotary.org 

第 3000 回例会 令和 2 年 5 月 26 日(火) 天気：雨  No.26 2019-20年度テーマ 

本日は 3000回目の例会となりました。昨年度からずっと 3月 14日を 3000回の記念例

会にしようと動いておりましたが、IM 終了直後からコロナの関係で状況が大きく変わりまし

た。順当であれば今年の1月に 3000回の例会を迎えましたが、皆で一丸となり IMを成功

させたいという気持ちで 3 月 14 日に延ばしました。しかしながら、このような事態で約 2 ヵ

月例会をお休みすることになり、幹事共々3000回の記念例会は次年度になってしまうので

はと心配しておりました。そのため、短縮例会ではありますが 3000回目の例会を迎えること 

ができ、クラブを作っていただいた大先輩方をはじめ現会員の皆様の精進の賜物であると感謝申し上げます。

また、偶然にも本日4名の新会員の方が入会されました。本日入会の方々はちょうど3000回目の例会での入

会ということで、心に残る入会日になると思います。これは偶然ではなく、時が皆様方をお待ちしていた、時の

思し召しだと考えております。また、本日の理事会で先週お話した 3000回の記念事業への承認を頂く予定で

す。来週にも詳しいことを発表できると思います。 

短縮例会は5月末までと理事会にお願いしております。6月からは短縮例会ではなく、通常の例会を行いま

す。ガバナーよりコロナが収束するまでの期間は外出をしたくないという会員もいるので配慮をお願いします、

と通達がありました。この通達を真摯に受け止めて、本年度中は全員出席の扱いにしたいと考えております。

何分にも大きな試練となりましたが、気を引き締めてまいりたいと思いますので、本年度並びに次年度もよろし

くお願い致します。 



 

 

外山晃久君 1969.11.14生 50才  

㈱アブカン 代表取締役社長   

職業分類：石油   

親睦活動委員会 

 

 

 

高園雅充君 1970. 4.22生 50才  

東海東京証券㈱ 支店長   

職業分類：金融   

親睦活動委員会 

角谷和行君 1968. 9.14生 51才  

㈱マエショウ 代表取締役   

職業分類：電気工事   

親睦活動委員会 

池知大介君 1969.10.20生 50才  

三菱 UFJ銀行 支店長   

職業分類：金融   

親睦活動委員会 

 

＜新入会員紹介＞ 

 

三浦康彦君 3000回を数える例会をかみしめお祝い

します。この気持ちを自分自身の心に刻みつつ・・・こ

の記念すべき例会に池知さん、角谷さん、高園さん、

外山さんの入会をお祝いします。 

角谷和行君 歴史ある西尾ロータリークラブに入会さ

せて頂きました。今後とも宜しくお願い致します。 

池知大介君 今回入会させて頂きました。是非皆様

と色々ご一緒させて頂きます。宜しくお願い致しま

す。 

外山晃久君 入会させて頂きます。宜しくお願い致し

ます。 

高園雅充君 全力スマイルで頑張ります。 

杉浦義浩君 ①池知君、角谷君、高園君、外山君、

西尾ロータリークラブへようこそ!!お待ちしていまし

た。②創業 120 年になりました。皆様のおかげです。

有難うございます。 

三浦眞澄君 新入会員の皆様ようこそ西尾 RC へ。

私は H22 年 5 月 13 日入会でした。もう 10 年、まだ

10年です。 

大河内芳信君 池知君、角谷君、高園君、外山君西

尾 RCへようこそ。 

田中正規君 3000 回例会に 4 名の新会員の方々、

入会おめでとうございます。 

朝岡 正君 角谷さん入会おめでとうございます。こ

れから宜しくお願いします。 

星野和幸君 4名の皆さん、入会を歓迎します。 

鈴木隆弘君 角谷さん、高園さん、外山さんご入会

おめでとうございます。同じ親睦委員ですので宜しく

お願いします。 

大内基浩君 4 名の皆さん、ようこそ西尾ロータリー

へ。宜しくお願いします。 

岩瀬正広君 4 名の皆さん、ようこそ西尾ロータリー

へ。宜しくお願いします。 

榊原茂太郎君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山

さん入会をおめでとうございます。ようこそ西尾ロータ

リーへ。 

加藤敦成君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山さ

ん入会をおめでとうございます。親睦委員会で共に

頑張りましょう。 

岩瀬淳治君 新入会員の池知さん、角谷さん、高園

さん、外山さん入会をおめでとうございます。楽しくや

っていきましょう。 

平岩博行君 4 名の新入会員の皆さん、入会おめで

とうございます。 

山﨑克弥君 4 名の新入会員の皆さん、入会おめで

とうございます。一緒にロータリーを楽しみましょう。よ

ろしく！ 

髙井英和君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山さ

ん入会をおめでとうございます。 

浅岡直幸君 新入会員の皆様おめでとうございま

す。宜しくお願い致します。 

鳥居慶輔君 池知様、角谷様、高園様、外山様、入

会をおめでとうございます。今後とも宜しくお願いしま

す。 

本田正則君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山さ

ん西尾ロータリークラブへ入会おめでとうございま

す。 

山尾ひろみ君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山

さんご入会おめでとうございます。宜しくお願いしま

す。 

松本容明君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山さ

んご入会おめでとうございます。宜しくお願い致しま

す。 

岩崎智一君 池知さん、角谷さん、高園さん、外山さ

んご入会おめでとうございます。 

柴田高広君 池知さん、角谷さん、高園さん、そして

外山さん長い間お待ちしておりました。ご入会おめで

とうございます。宜しくお願いします。 

犬塚宣明君 外山晃久様、池知様、角谷様、高園

様、ようこそ西尾ロータリーへ。宜しくお願いします。 

岩瀬正範君 新入会員の皆様、入会歓迎致します。 

神谷 明君  久し振りです。皆さんお元気でした

か？ 


