
◦国歌斉唱・ロータリーソング◦

ソングリーダー
瀧上　恵美子君

◦会　長　挨　拶◦

会長　小林　武治君

皆様明けましておめでとうございます。今年

一年、特に先の半年をよろしくお願いいたし

ます。今年は皆様も静かな年末年始を過ごさ

れたことと思います。ところで、お餅は上手

に焼けましたでしょうか？それとコロナの心

配でどうも落ち着かなかったような気もしま

す。それはともかく、私も異例の１０連休と

いうことでしたが、これといった特別なこと

もなく、お掃除のスキルが格段に上がったこ

とと、ＹｏｕＴｕｂｅでのゴルフとテニスレッ

スンを熱心に観たので、だいぶ頭でっかちに

なったような気がします。早くエネルギーを

ぶつけることのできる時が来ることを切に願

います。なぜ「明けましておめでとうござい

ます」というのか？同年代は知らないとのこ

とでしたので簡単にお話しします。それは年

神さまが生まれ変わったことに対する「言祝

（ことほ）ぎ」なのだそうです。「門松」は神

様を迎えるための目印、であり、「しめ縄」や

「しめ飾り」は神様をお迎えする場所を清め

るもの。また、鏡餅は年神さまに宿っていた

だくための「依り代」とのことです。お年玉

の起源は年神様の魂を分け頂くことからきて

いるとのことです。よって、これらの道具は

毎年新調するのが常識だそうですが、我が家

は「しめ飾り」は数年前のものであり、鏡餅

は置きもしなかったので、今年は神頼みは諦

め、実力で道を切

り開こうと思いま

す。大変な新年の

始まりとなりまし

たが、皆様ととも

に良い年にしてい

きたいと願ってお

ります。
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◦ガ バ ナ ー 挨 拶◦

ガバナー　志田　洪顯君

静岡ロータリークラブの底

力、一致団結していただいた

ことでこの地区の運営もうま

く進めることができました。

２６２０地区の皆様からもさすが静岡ロータ

リークラブだと言葉をいただきました。周年を

迎えるロータリークラブもいっぱいありますが

実行できるかどうか厳しい状況で、中止をする

クラブもあるが、ただやめる、ということでは

なくフェイスシールドを贈るとか、何か別の形

で貢献できないか、と考えている。小林会長も

やる気になっていますので、皆様で協力いただ

き良い年にしたいとしたいと思っております。

◦幹　事　報　告◦

副幹事　木村　絵美君

１月の例会は予定通りの日程（食事あり）で

感染防止対策をしっかりとした上で行います。

但し状況をみながら対応していきますので変

更がありましたら改めてお知らせさせていた

だきます。

　　
◦お  め  で  と  う◦

【誕生日祝い】

●●月●●日　堀池 彰さん

●●月●●日　山﨑 純男さん

●●月●●日　杉本 忠重さん

●●月●●日　田和 英夫さん

●●月●●日　河村 卓利さん

●●月●●日　野々垣 博紀さん

●●月●●日　横山 泰久さん

●●月●●日　中園 圭一さん

●●月●●日　川辺 哲さん

●●月●●日　山田 知広さん

【結婚記念日】

●●月●●日　西村 やす子さん・ 龍哉さん

【丑年生まれの会員紹介】　

昭和●●年　石井 大介さん

昭和●●年　山本 芳司さん　河村 卓利さん

　　　　　　横山 泰久さん　石松 博幸さん

昭和●●年　林 亮祐さん



年男代表挨拶　横山 泰久さん

牛ということで少しずつ前に

進む年。コロナ禍のさ中、前

に進むことは大事なのでちょ

うど良い年かと思う。褒めら

れることが減ったのでロータリークラブでも

褒めて頂きたい。褒めて頂くと丑年のみんな

も一生懸命働くのでよろしくお願いします。

【在籍表彰】

在籍●●年　青島 廣幸さん

在籍●●年　牧田 静二さん

在籍●●年　田中 楯夫さん

在籍●●年　山口 良昌さん

在籍●●年　福地 益人さん

在籍●●年　近藤 哲也さん

在籍●●年　久保田 隆さん

◦ス　マ　イ　ル◦

小林 武治君

皆様、新年おめでとうございます。本年もお

支え頂きますようお願いいたします。

事務局　冨永 里沙君

あけましておめでとうございます。年末の例

会でスマイルするのを失念しておりました。

本日合わせてスマイルさせていただきます。

本年も、ローターアクターとしても、事務局

員としてもどうぞよろしくお願いいたします。

明るい年になりますように。

久保田 隆君

本日の新年例会をこのような弁当を出す形式

にして頂き、料理屋として本当にありがとう

ございます。緊急事態宣言で飲食店がやり玉

にあがるような状態の中、執行部の皆様のご

配慮に感謝いたします。昨年１２月２５日に

浮月楼の代表取締役社長から、代表取締役会

長になり、先代の兄・久保田学の息子久保田

耕平に社長業を引き継ぎました。ロータリー

には引き続き私が出席致します。このコロナ

禍が主な原因ではありますが、本年の５月いっ

ぱいでジャズクラブライフタイムを閉店する

運びとなりました。数々の思い出と素晴らし

いミュージシャンによる感動的な演奏の時間

を多くのお客様と共有できた事を本当に感謝

いたします。５月までは毎週木曜日だけでな

く金土曜も地元のミュージシャンを中心にス

ケジュールを組みました。ぜひ最後の閉店セー

ルを聞きに来てください。スマイル半分　涙

半分ですが　大口でお願いします。在籍●●

年もスマイルします。

中村 大航君

昨年末にようやく初のシングルモルトウイス



キーを発売することができました。。その際は、

新聞やテレビにて取り上げていただき、あり

がとうございました。おかげさまで、第一弾

は見事に完売となりました。これからもよろ

しくお願いします。

田中 楯夫君

在籍●●年表彰をいただきました。ありがと

うございます。我家のかざり棚には在籍●●

年、●●年、●●年の盾が並んでいますが家

族からはじゃま者の扱いされています。でも

大切にします。

福地 益人君

在籍●●年のスマイルです。

近藤 哲也君

在籍表彰頂きましてありがとうございます。

又、次回例会にて誕生日祝いがあるやと思い

ますのでダブルでスマイルをします。

横山 泰久君

こう見えても今年還暦です。いつまでも若作り

の見た目と軽いフットワークで頑張ります！

山﨑 純男君

とうとう●●才の傘寿を越えて●●才となり

ました。会社も勇退しましてマイペースの生

活となります。ずっと健康でいたいです。

川辺 哲君

毎年、●月●日の誕生日を日本中がお祝いい

ただいております。今年もがんばります。

堀池 彰君

誕生日のお祝いありがとうございます。●●才

となりました。コロナ禍の中健康に１年過ごせ

ましたのもロータリーのおかげでしょうか？感

謝の気持ちを忘れずに又１年後を目指します。

横山 泰久君　誕生日です。

野々垣 博紀君　誕生日スマイル

山田 知広君

誕生日のお祝いありがとうございます。●月

●日で●●歳になりました。コロナ禍ですが

若さいっぱい頑張っていきます。本年も宜し

くお願いいたします。

二村 昭彦君

新年初回の例会にてたくさんの皆さんからの

スマイルを発表することができましたことに

感謝しスマイルいたします。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数※1）

出 席
会員数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

1/6 108（106） 71 名 37 名 65.74％

※1出席免除会員を引いた会員数。
　　出席免除会員は欠席しても出席扱いになるため。

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに
変更が無い間は全会員出席扱いとします。

◦新 年 例 会 締 め◦

石松 博幸君


