留萌ＬＣ第１４３７回・
留萌
みなとＬＣ第１３４６回新
年合同例会を開催
２０２０年１月９日
新年あけましておめでとうご
ざいます。
令和２年最初の例会として留
萌ライオンズクラブと留萌みな
とライオンズクラブの新年合同
例会が増毛ライオンズクラブ三
役の皆さんをご来賓として漁
師の店富丸で行われました。
セレモニーでは留萌ライオンズク
ラブ会長Ｌ井上孝也の開会ゴン
グと共に例会が始まり、留萌

ＬＣ、留萌みなとＬＣ双方のク
ラブ会長の新年の挨拶があり、
井上会長は
「昨年の設立６０周
年を経て令和２年の今年はオ
リンピックの年でもありライオ
ンズがスポンサーを務めるスぺ
シャルオリンピックスに参加し、

残り６事業あるが和をもって尊
しのスローガンのもと会員みん
なで手を取り合って頑張りた
い」
と新年の挨拶がありました。
留萌みなとライオンズクラブ会
長Ｌ長内敬憲は
「増毛ライオン
ズクラブの三役をご来賓として
今年も留萌・
留萌みなとＬＣが
合同新年会を開催する事がで
きてうれしく思う、新たな令
和２年のスタートとして下半期
も率先して声を上げながら、ク
ラブ運営に尽力したい、歴代が
築いてきた歴史をしっかり受け
止め笑顔を持って頑張りたい」
と年頭の抱負を述べました。
セレモニー最後の出席率の報告
では留萌ライオンズクラブは１
００パーセント出席として報告
をしていました。
例会が終了し新年合同祝賀会
では新年の門出のスタートとし
て鏡割りが行われ、留萌ＬＣ
チャーターメンバーのＬ佐藤悦
郎がウィ・サーヴの発声で祝宴

が開始され、新年の挨拶や談
笑し楽しい時間が流れていき、
余興ではビンゴ大会を企画して
いただき、景品数は１５０を超
える景品を用意していただき、
特賞は会長賞として３万円の
旅行券が用意され、一様に盛
り上がりを見せながら楽しいビ
ンゴ大会となりました。
祝宴の締めのライオンズローア
の発声を増毛ライオンズクラブ
会長Ｌ古村 勝が務め、会の閉
会の挨拶を留萌みなとライオ
ンズクラブ第１副会長、Ｌ龍川
達也の閉会の挨拶でこの日の例
会を終了しました。

令和２年度成人式にて献
眼登録運動を行いました。

２０２０年１月１２日（
日）
留萌市文化センターにて令和
２年度成人式が挙行されまし
た。
今年は１９９９年４月～２００
０年に誕生した成人の皆さん
を対象に保健奉仕委員会事業

として献眼登録運動を行いま
した。

この日の成人式を迎えた１８９
名（
男性１０６名、女性８３名）
の皆さんに献眼登録のお願い
をしました。目標数である３０
名の献眼登録を頂き献眼登録
の大切さを訴えました。
毎年行われているこの成人式で
の献眼登録運動が一番、晴れ
て成人式を迎えたみなさんの
輝く姿にこれからの時代を担
う若者の素晴らしさも同時に
感じさせてもらえる良い機会
となっています。
彼らのこれからの人生がより
実り多きものになる事を会員
一同願ってやみません
献眼運動終了後は参加者に茶
道土井社中の皆さんに振舞わ
れたお抹茶をみんなでいただき、
終了しました。
今年成人を迎えられた１８９
名の皆さん！本当のおめでと
うございます。

第１３４７回例会を開催
２０２０年１月２１日（
火）
上期中間決算報告及び半期を
振り返って三役スピーチを行い
ました。
この日の例会は半期を終え、
会計中間決算報告例会を行い
ました。セレモニーでは１月に
誕生日を迎える、東Ｌ、工藤由
美子Ｌ、酒谷Ｌ（
欠席）
、伊藤Ｌ
の３名の会員を誕生日お祝い
をし、会長から誕生月の記念
品が手渡されました。
例会では７月１日から始まった
上期の中間決算報告を財務委
員長であるＬ田村 裕から報
告があり年度の会計状況と

各科目の説明が行われ、会員
から決算報告に対する承認を
受けました。
中間決算報告を終え、三役か
ら半期の振り返りと共に残り
の半期に対し、執行状況や決
意などが述べられました。柳
澤会計からは半期に執行した

最後に長内会長からは昨年
の７月より会長の任を受け、
会長としての行動や立ち振る
舞いをどうして良いか悩んだ
こともありました。自分なり
に精一杯運営していこうと
思って半期を終えることがで
きました。会員皆様には感謝
のことばしかありません 会長
としていろいろな所へ
出席をす
ることが多くなり、皆様と

会計状況の説明があり、過去
しての責任は何なのかなどを
３回の会計職に携わり皆様の
教えて頂けるので皆さんも安
会費がどの様に使われているか、 心して会の運営側に就いても
運営会計、事業会計、食事費
らえることが大切だと述べ、
会計をどう適正に扱うかを
三
役スクールの資料をもとに
若い会員に向け内容説明を
行った。笑顔を忘れず、謙虚
な気持ちで地域におけるライ
オニズムの高揚に寄与するも
のとし、皆さんのために運営
をしていきたい、今後は年次
大会や各種大会があるので皆
さんで参加をしながら楽しく
会の運営をして行きたいと語
りました。

計画を立てる立場として日頃、
徴収しているファイン、ライ
ガー費などの取り扱わる重要
性と使い道について説明があり
ました。上期に向けての会費請
求を行われるがクラブ運営を
円滑にしていくためにも速やか
な会費納入をお願いしますと
伝えた。
山田幹事からは半期を終えて、
改めて幹事職とはどういうも
のなのかを会員に説明があり、
残る半期に向けてクラブ運営
を円滑に運営できるようにし
ていきたいと伝えられていまし
た。
今期初めて三役職を受けたが、
三役になるとキャビネと主催の
三役スクールというものがあり
ます。はじめての三役としての
職務も、この三役スクールで幹
事とはどうあるべきか、幹事と

クラブには恥ずかしいない行動
を会長としてとることが今、感
じる責務の一つです。

幹事にはそばに寄り添って運営
していただいてることに本当に
ありがたく思いますし、各運営
委員会の委員長も事業委員長
も委員会前には打合せを密に
行っていただき、会を盛り上げ
ていこうという気持ちが皆さん
強く、支えられているって思い
が一番の経験になりました。
ここにいる皆様もいつかは会長
になる事があると思いますが、
会員を信じて自分なりの行動
をすることによって、この伝統
ある留萌みなとライオンズクラ
ブを創りあげてほしいと語りま
した。
最後は三役が前に立ちお礼を
述べてこの例会は終了しました。

２０２０年１月２８日（
火）

令和元年度、留萌市功労
者表彰受章おめでとうご
ざいます。

この日は令和元年度に留萌市
功労表彰を受けた会員 名5の
受章祝賀会は開かれました。
この功労者表彰は市政振興に
対し長きに渡り功績を残さ
れた方に留萌市から贈られ
ました。今回はＯＢではあり
ますが、産業経済功労賞とし
て本村誠一氏とＬ 東. 一雄の
２名と防犯防災功労賞とし
てＬ 中.川修光、Ｌ 前.田義治
の２名、保健衛生功労賞とし
てＬ 長.内敬憲が受賞された
ことを受けＬ 田.村 裕が発起
人として受章祝賀会が行わ
れました。

会の冒頭で発起人のＬ 田.村
裕は受章者皆さんが積み上
げてきた功績は地域の活性と
住民一人一人を支える力と
して大きなものがある、積み

上げた功績を未来を担う人材
としてそれぞれの立場で地域の
為にご尽力いただきたいと挨拶
されていました。
受賞者には出席者のみんなから
贈られた記念品が田村Ｌから
手渡され、乾杯の発声をＬ神林
治孝がつとめ、祝賀会は始まり
ました。
受賞者一人一人から受章の挨
拶をいただき和やかな時間が流
れました。
産業経済功労賞 ＯＢ 本村誠
一氏は留萌市内の水産加工で
数の子を黄色いダイヤに変えた
人としてたくさんの功績を残さ
れた方で、当時の苦労話や悩み
ながら商品開発を行ってきた結
果が、今の留萌の特産物となっ
てうれしいと語っていました。

Ｌ中川修光は永年に渡り、留萌
市交通安全協会会長や留萌駐
屯地におけるオピニオンリー
ダーとして陸上自衛隊幕僚表
彰を受賞し留萌市の防犯、防
災意識の推進に尽力いただきま
した。

Ｌ東 一雄は留萌中央商店街
振興組合役員として商店街に
関わる商業振興にご尽力され
たことを受け表彰されました。
Ｌ前田義治は留萌消防組合
留萌消防団副団長として防災
活動に尽力されたことが認めら
れ受賞しました。
前田Ｌは長きに渡って市内の
消防活動に貢献された方で市
民の生命と財産を守る活動が
でき、このような賞を頂き感謝
していると語っていました。
Ｌ長内敬憲は留萌地方食品
衛生指導員として２０年以上こ
の職を続けられ、市内飲食店の
保健衛生に尽力したことが認め
られ受賞しました。
会員からのお祝いの言葉を代表
し、Ｌ柳澤 豊がお祝いの言葉
を述べ、２０年以上にもわたる
長い時間の中で留萌市にそれぞ
れの活動を通してクラブ会員が
功労賞を受賞することは受章
者皆さんを誇りに思う、偏に２
０年と言っても大変長い間を地
域のために奔走してくれたこと

に敬意を表します。
これからも活動を通して素晴ら
しい貢献をしてほしいと伝えら
れていました。
締めの発声は第１副会長Ｌ龍川
達也の発声で祝賀会を終了し
ました。

第１３４８回例会を開催
古希還暦祝いスピーチ・
節分例
会を開催
２０２０年２月４日（
火）
この日の例会は会員スピーチ節
分例会を開催しました。
セレモニーでは２月生まれの誕
生月の会員である宮下Ｌ、高橋
Ｌ、龍川Ｌ、小野寺Ｌの４名が誕
生月の祝福を受け、長内会長よ
り記念品が贈られました。
続いて今期、入会３０年を迎え
たＬ東 一雄がシェブロン・
アワー
ドが国際協会から贈られ長内
会長からアワードの品を手渡さ
れました。
例会の会員スピーチでは
『古
稀・
還暦祝い』
として古希を迎
えたＬ伊藤 芳樹 、還暦を迎え
た Ｌ永井 信行 欠席、Ｌ向井
勝広 、欠席とＬ柳澤 豊 の２名
に会長から古希・
還暦の記念品
が贈られスピーチを頂きました。

伊藤Ｌは古希を迎えた実感は
なく、まだまだ、若い会員と遅
くまで飲みながら語り合う事
も出来るし、実感はありません
が、ますます老いることなく元
気に頑張って奉仕活動を行いた
いと語られていました。
還暦を迎えた柳澤Ｌは生まれ
た１９６０年は日米安保条約が
締結された年でもあり、ＮＨＫ
がカラー放送を始めたのもこの
年でした。色々振返るとたくさ
んありますが、楽しみながら人
生を送っていきたいと語っていま
した。
古希・
還暦スピーチのあとは入
会３０年を超えた会員の４名か
らお話をいただきました。
入会３０年を迎えた東Ｌは今ま
でのライオンズの役職を振り返
り、たくさんの支えの中で活動

をすることができてきたとお話
しされていました。
入会３１年目を迎えた森Ｌは仕
事も一線で頑張っている、ライ
オンズでは若い世代と一緒にい
ることで私も若い人の元気を吸
収して人間形成をしていきなが
らこの素晴らしいクラブを頑
張っていきたいとお話しされてい
ました。

入会３２年を迎えた神林Ｌはこ
のクラブも昭和入会の会員５名
と平成一桁の入会が３名で世
代が変わってきた実感があり、
クラブ２５周年の時でした。
色々な経験を通してここまで活
動してきたが、来年はゾーンで
皆さんの力を借りながら頑張っ
ていきたいと話されていました。

入会４９年目を迎えた中川Ｌは
ここまで活動してきたことを今
まで通り活動していきたいと話
されました。スピーチ終了後は
梅田計画委員長が節分として
御祈祷してもらった
「身体健全」
「厄災消除」「新願成就」
の想い
を込めた福豆を会員に贈られ
ました。
この例会に際し、豆を炒ったり
御祈祷してもらい、手渡され
るって何だか想いがこもって良い
ですね。梅田計画委員長、本当
にお疲れ様でした︒

第１３４９回例会を開催
２０２０年２月１８日（
火）
この日の例会は大石Ｌの会社で
あるにしきどう花園市民斎場
で過去の歩みを振り返ると題
し、夜間例会を開催しました。
例会では次期役員及び理事選
出の指名委員の会員が発表さ
れ、承認を受けました。

例会終了後の懇親会では計画
委員会が企画した過去２００４
年から２０２０年度までのクリ
スマス例会の三役余興と計画委
員会の余興のＶＴＲを取り纏め、
鑑賞しました。
この例会の目的は入会年度が
浅い若い会員が過去先輩諸兄

がどの様な想いをもって余興に
取り組んできたかを認識する
ことで会員相互の仲間意識の
醸成を目的に開催されました。
参加者は過去の余興を観なが
ら懐かしくもあり、エピソード
などを話しながらＶＴＲを鑑賞
していました。このように過去
の取組や当時の様子を見るこ
とは本当に良かったと思います。

例会参加者は
「今回の例会は大
変意味深く、現在のクラブの結
束力の強さの源を感じさせて
もらった、ストーリーをもって練
習を重ね、喜んでもらいたいと
いう気持ちが伝わった例会だっ
た」
と話されていました。

第１３５０回及び１３５１回
例会について
２０２０年３月１０日
３月に予定されていた第１３５
０回及び第１３５１回例会はこ
の度の世界各国が感染蔓延し
たコロナウイルス感染拡大防止
に伴い、北海道にて緊急事態宣
言の通知を受け、本理事会に
より延期で検討されていた例
会が正式に中止と決定いたし
ました。

リンプル回収事業潮静小学
校へ
２０２０年３月１８日（
水）
この日は市内の潮静小学校の
生徒が車いすとの交換目的で
集めてくれているリングプルが
留萌みなとライオンズクラブに
寄贈されました。
昨年の回収事業終了後に生
徒たちにより生徒会でどうし
たら、多くのリングプルを集め
ることが話し合われたそうで、
生徒主導で投票式の回収を企
画してくれました。
「あなたが
食べるならどちらのお菓子？」
といった収取方法を自主的に
実行してくれたそうです。

堀井校長先生から地域へ
車い
すを贈呈を目標にリングプル収
集事業を生徒や地域と共に続
けていきたいとお話しされいて
いました。留萌みなとライオン
ズクラブからは潮静小学校へ
感
謝状が贈られ、長内会長はこの
感謝の気持ちを是非、生徒に
伝えてほしいとお話されました。
この日のリングプルは生徒の投
票回収もあり７０ｋｇのリング
プルを集め、７ケースのリングプ
ルを長内会長、山田幹事、木村

保健奉仕委員長のもとに手渡
されました。リングプル輸送用
の袋にも収まらないくらいの量
で生徒や地域へ
感謝の気持ちで
いっぱいです。

第１３５２回例会を開催

２０２０年４月７日（
火）
今回の世界を取り巻く新型コ
ロナウイルス (COVID-19)
感染が
広がる中、日本でも都心部では
緊急事態宣言が発令され、ラ
イオンズクラブ内の世界大会 シ(
ンガポール開催 や)３３１ Ｂ-地
区年次大会の中止も決定しま
した。
今回の留萌みなとライオンズ
クラブの例会は感染拡大防止
措置として席の配置を間隔を
あけ選挙例会を開催し、次期
役員選挙に関わる発表と承認
のみの時短開催となりました。
セレモニーでは前回の例会が中
止となり３月の誕生月会員の
お祝いと４月の誕生月の会員の
誕生祝の記念品が長内会長か
ら贈られました。

選挙例会では２０２０ ２-０２
１年度の三役並びに理事候補
者の名前が指名委員長である
Ｌ伊藤芳樹より発表され次年
度会長に第５７代会長としてＬ
龍川達也が次年度会長として
承認されました。

会長
Ｌ 龍川 達也
前会長
Ｌ 長内 敬憲
第１副会長 Ｌ 宮下 泰裕
幹事
Ｌ 小路 泰 孝
会計
Ｌ 田村 裕
Ｔ・
Ｌ 梅田 三樹
Ｔ
Ｌ・
Ｌ 坂野 敏男
Ｔ
承認された第５７代会長 Ｌ
龍川達也は
「２月の指名委員会
を経て理事会での承認そして、
本日の例会にて会員のご承認

を頂きありがとうございまし
た。
７月から自分の年度が始まる
わけですが、改めてのその責任
の重さを感じています。

東京をリンピックをはじめ様々
なことが中止、延期、自粛をさ
れている中、我々ライオンズク
ラブの活動も例外ではありま
せん。会員皆さんの力を借り
ながらライオンズクラブとして
の奉仕活動を行って行きたい」
と会長就任の抱負を述べられ
ました。

第１３５３・
１３５４回例会
の中止について
２０２０年４月２１日
この度の新型コロナウイルスによ
りお亡くなりになられた方に
心よりお悔やみ申し上げます
と共に発症により体調を崩さ
れている方に心よりお見舞い申
し上げます。
今回の北海道における新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を図
るための緊急事態宣言を受け、
今回の第１３５３・１３５４回例
会は中止となりました

市内小・
中学校及び高校８
校へ消毒液、マスクを寄贈
しました。
２０２０年５月１５日（
金）
新型コロナウイルス感染拡大
防止措置として北海道の緊
急事態宣言も数日で解除さ
れることを願い、今後、再開
される学校や社会福祉施設
や教育機関の状況を考え留
萌市内の７つの小・中学校と
留萌高等学校へ
消毒液「パスト
リーゼ７７」
を各校に一斗缶
と児童福祉施設等へ
今後、必
要となるにマスクを３０００枚
を配布するために留萌市へ寄
贈いたしました。
今回のウイルス感染拡大防止
対策で当クラブの例会や事業
などが中止をしたため、これ
に充てられる予定であった事
業費を全て、この寄付事業に
充てられ、今年度はこの寄付
事業でほぼ全ての事業が終了
となりますが、緊急事態宣言
解除後の計画もしっかりと実
行して参ります。
また寄贈を受けた留萌高等
学校、間校長は
「これから自
粛期間が解除となり学校が
再開されるときに消毒液は
必ず必要となるもので大変あ
りがたく、今後も留萌みなと
ライオンズクラブの活動に何
か協力できることがあれば実
行したい」
と話されてました。
留萌市、中西俊司市長からは
「この厳しい現状で市行政も
しっかりと市民の皆様の為に
対応をし、これ以上、感染拡
大をしないことを願っている、
留萌みなとライオンズクラブ
の皆様もいつも行政の取り組
みを理解しながら、協力を頂
くことに感謝している」と謝
辞が述べられ、感謝状が留萌
みなとライオンズクラブ第５
７代会長 Ｌ長内敬憲に贈ら
れました。

第１３５６回例会を開催

これまでの状況報告と今後の
対応について話されました。
２０２０年６月２日（
火）
今回の新型コロナウイルス感染
拡大防止により全国的な緊急
事態宣言も解除され初の例会
の開催となりました。
例会では国歌もライオンズク
ラブの歌も静聴となり、会員の
座る席もソーシャルディスタンス
を配慮しての会場設営となり
ました。
長内会長の開会のゴングから始
まり、長内会長はこのような状
況下での例会開催にもかかわ
らず例会に参加してくれてう
れしいと語り、今回のこの状況
を少しでも早期に終息される
ことを願っている、会員の皆様
も感染や感染拡大を気をつけ
ながら日々の業務や活動に取
り組んで欲しいと話されました。
例会セレモニーでは開催できな
かった５月に誕生日を迎えた会
員にお祝いの記念品が贈られ、
今月誕生日を迎えられる会員
へ
誕生日の祝福と記念品が会
長から贈られました。

今回、ライオンズクラブ国際協
会よりライオン歴２５年を迎え
たＬ東原義廣にシェブロン・
ア
ワードが贈られ、長内会長か
ら東原Ｌの贈られました。
例会では４月からの緊急事態
宣言を受け活動できなかった
時期の状況報告が長内会長か
ら会員に向けて説明を行いま
した。今年度に事業費として
使われなかった費用で学校再
開を迎えるために寄贈した消
毒液の件や社会福祉に使って
ほしいとマスクの購入をし寄贈
した件などの説明が行われま
した。

ＣＮ５６周年並びに新役員
就任式を開催
２０２０年６月１６日
今回の例会は今年度最後の例
会となりますが、チャーターナ
イト５６周年並びに新役員就
任式として例会が行われまし
た。
国内の緊急事態宣言も解除と
なりソーシャルディスタンス遵守
や市内での感染防止の配慮で
縮小開催で懇親会などは行わ
ない形での例会となりました。

ライオンズの誓いでは今年度最
後という事もあり会長である
Ｌ長内敬憲が務めました。開
会ゴングが点鐘され、今年度の
新入会員入会式ではＬ小野寺
豊 スポンサー Ｌ長内敬憲に代
わり第１副会Ｌ龍川達也が務
め挙行されました。
Ｌ長内敬憲よりライオンズクラ
ブ国際協会並びに留萌みなと
ライオンズクラブに入会する意
思を示された新入会員は会員

に対し宣誓を行う旨を告げら
れ「ライオンズクラブのライオ
ンズ道徳を守り自分の能力の
最善を尽くすことを誓います
と」
宣誓し、バッチを襟に付け
帽子の授与が行われ会員から
入会の祝福を受けました。

Ｌ長内敬憲から
「いつも誇りを
もってバッチを付け、奉仕の気
持ちを持った小野寺Ｌをライオ
ンズクラブ国際協会の一員とし
て留萌みなとライオンズクラブ
に歓迎します。」
と歓迎の言葉
を述べられました。
ライオンズアワードの発表では
ライオンズクラブ国際協会３３
１ Ｂ-地区中谷ガバナーより

当クラブへ
情報活動賞優秀クラ
ブ賞を頂くことができました。
当クラブのアワード発表では
今年度役員に感謝と一年間の
労をねぎらい役員全員にア
ワードが贈られました。
例会出席１００％会員のアワー
ド発表ではＬ長内敬憲、Ｌ工藤
由美子、Ｌ龍川達也、Ｌ田村
裕、Ｌ中川修光Ｌ、前田義治、
Ｌ柳澤 豊、Ｌ山田 篤の８名
に１００％出席の記念品が贈ら
れました。
会長挨拶では
「昨年会長バッチ
を引き継ぎ一年が経ち、クラ
ブ運営の重責を感じながら過
ごし今日を迎えることができ
たのはアドバイスをしてくれた
り多くの会員の励ましと役員
皆様の頑張った成果だと痛感
しています。
山田幹事にはこの会の運営に
対し私の為に動いてくれたこと
に言葉にならないほど感謝して
いる、期の途中でコロナウイルス
の問題が世界中で広がり例会
などの同名の周年や地区年次
大会などを楽しみしながら活
動していきましたが、全て中止
になり残念に思う、本来では
各大会で楽しい時間の中で会
員相互の交流や今後の話に花
を咲かせこのチャーターナイト
に全員の力でたどり着きたかっ
たと思う、私にとって本当に重
い１年間でしたが今チャーター
ナイトで新役員就任までたど
り着くことができました。この
経験を今後のクラブの活動に
対し恩返しをしていきたい」
と
一年間の総括を会員に向けて
行いました。

新旧役員バッチ授与式では今
年度幹事Ｌ山田 篤より新役
員及び理事の読み上げが行わ
れ、Ｌ長内敬憲から新役員へ

「当クラブの方針の達成には皆
さんは役員構成される役員会
の機能に依存し、皆さんの役員
としての名誉にかけクラブ運営
に臨むことが必要不可欠であ
り、惜しむことなく行動し、そ
れぞれが研鑽に務めクラブの運
営をされることを期待してい
る」
と新役員へ
向けて話されま
した。
会長、幹事、会計が新たに新
役員となった会員へ
バッチの交
換が行われ、一年間の積み上
げた苦労を新たなクラブ活動

の発展に寄与する事を望みそ
れぞれが三役バッチの交換を行
い、新第５７代会長となったＬ
龍川達也は
「バッチの引継ぎが
行われ、歴史の重さを痛感し
ています。」
事業や例会につき
ましては新型コロナウイルの感
染拡大防止の状況を見ながら
行う事となるが、この状況下を
会員全員でワンチームで乗り
切っていきたいと思います。５６
年間に渡って行ってきた奉仕や
社会貢献を今一度、振り返り
社会に望まれる意義ある奉仕
活動を展開し、更なる奉仕活
動をワンチーム イン ウィサー
ヴで一年の活動に邁進し未来
に繋げていきたい」
と語り、抱
負を会員に話されました。

今回の例会は国内で発令され
た緊急事態宣言解除を受け、
縮小形式で開催されましたが、
新旧役員の就任式が行われる
ことは今後の活動を思うと意
味深く、開催されて良かったと
会員が誰しも感じたことではな
いでしょうか？一年間クラブ運
営に携わった役員の皆様、例会、
事業に参加いただいた会員の皆
様本当に一年間お疲れ様でし
た。

