
２０２２年 １２月８日 第１８０５回 例会 

司会ＳＡＡ 沖野 信行さん

★本日の出席者  ４９名中２７名（欠席２２名） 

 

★本日の出席率  ５５．１０% 

 

★黙 祷     田中政春さんのご逝去を悼み黙祷 

 

★点 鐘  

 

★会歌斉唱    それでこそロータリー 

 

★お食事 

 

★会長挨拶         会長 中村 和文さん 

 おはようございます。 

月初めから残念なニュースがありました。本当にショ

ックを受けた次第であります。皆さんもいろいろと思い

出がおありとか思いますが、私も 30 数年前に建築の件

でご挨拶をさせていただいた事があり、その後は少し空

きましたが、ＲＣで 10 数年来お付き合いをさせていた

だいた田中政春先生がお亡くなりになったと連絡があ

りました。 

私は、ネクタイを普段はあま

りしないですが、本日は 2016-

17 年度田中ガバナーの年に、

我々会員にいただいたネクタ

イが、ふと目に留まったので思

い出という意味で締めて参り

ました。女性にはスカーフでしたでしょうか。 

直近では田中政春先生とは、３月に PETS、５月に地

区研修・協議会がありまして、会場に行きますとパスト

ガバナーの席があるので、体格は大きくはないのですが

威風堂々とそこにいらっしゃいました。私がご挨拶に伺

いますと、ニコッとされながら挨拶を返してくださいま

す。「何処に座っているんだ？」という話になり、「あ

そこです」と返すと、休憩時間に必ずいらして声をかけ

て下さったんですね。田中先生は、一人でいるのがお好

きでないようでして、以前も当クラブが団体でいるとか

皆さんと会話が無くても、顔を会わせているだけで嬉し

そうなご様子でおられました。PETS の時に「ご支援と

アドバイスをよろしくお願いします」とお話をさせてい

ただきますと「いや、大丈夫だよ」、「任せるから、好

きにやってよ」と言っていただきました。また、近藤幹

事と一緒に、髙橋ガバナーにご紹介をしていただきまし

た。田中先生がいらっしゃるから、地区に対していろん

なアクションができるといいますか、地区と深いつなが

りとなり一目置かれていたクラブだったような感じが

していました。 

それから、今年の４月１２日に地区大会記念ゴルフ大

会が、フォレストカントリー倶楽部でありました。月岡

温泉の近くですので、前日からのりこみ、7～８人で前

祝勝会をして、同じホテル内で 2次会のカラオケをみん

なで順番に唄い、田中先生は『河内おとこ節』を聞かせ

てくださいました。その時の宿泊部屋は３人でして、田

中政春先生、小林敏夫さんと私でして、超御大おふたり

の所に弱小者がひとりポンと入るのは、中々勇気のいる
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ことでしたが、気さ

くな方々ですので

「よろしくお願い

します」と楽しく同

室させていただき

ました。 

田中先生は、やは

りロータリーの事

を気にされていま

して、当クラブに限

らず会員数が減っ

ているんですね。 

どうやって会員を増やすか、退会者を少なくするかとい

うか、退会者を出さないようにするにはといった事をお

話されていました。また地区役員・ガバナーのなり手が

少ないと悩まれ、田中先生は地区ガバナー指名委員を担

当されておられたので、長岡 RC の南雲さんに決まって

本当に安堵されたご様子でした。その時に、ガバナーと

いうのは違うなと思ったのが、日本は 3地域があるらし

いんですね。新潟県、群馬県、東京辺りから上と中部と

四国、中国地方から九州方面と 3地域に分かれていると

いうことで、それをどうすればいいのかということも話

されておられ、ガバナーになられる人は全体を見ておら

れるんだなと思っていました。そんな話を伺いながら、

川の字で真ん中の棒が長かったんですが、就寝した思い

出があります。 

 大体６月いっぱいくらいまで例会に出られていたん

ですが、体調を崩されていたのでしょうか、７月頃から

お見かけをしなくなりました。田中先生が例会から帰ら

れる時は、会報を丸めてポンポンを叩きながら歩いて行

かれるお姿やちょっと寒くなってくると左手をポケッ

トに入れて歩かれるお姿が浮かんできます。 

 そして、９月２２日に田中先生から直接お電話をいた

だきまして、「今入院をしている。例会にしばらく出ら

れないが、西クラブを上手くやってくれ、頑張ってくれ」

と応援をいただきました。少し弱気になっておられるよ

うな印象をうけましたので、私としては、「創立 40 周

年ですし、来年４月２３日にはその式典もあるので先頭

をきって地区の皆様をお迎えしてください」と激励をし

たのですが、返事は濁しておられました。その後は、事

務局が電話をしても直接はお出にならなかった様です。 

大変残念ですが、そんな事を思い出しながら、先日、

お参りをさせていただきました。 

田中先生は、長岡西 RC に４０年在籍された中で３５

年 100％出席の表彰を受けられておられます。ロータリ

ー活動を一生懸命にされておられました。足元にも及び

ませんが、それを引き継ぎまして、恥じないようにして

参りますので、皆さんのご協力をお願いします。ありが

とうございました。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

➢ 田中政春さんへのお悔やみが届きました。 

・ＲＩ事務総長兼ＣＥＯ ジョン・ヒューコ様 

・第 2840地区ＰＤＧ曽我 隆様（前橋ＲＣ） 

 

➢ 12/1（木）理事会報告 

①2023-24年度長岡西ＲＣ理事・役員の候補者について 

・会長エレクト長谷川繁さんから、次年度の理事・役員

（内定者）につき、現況報告されました。このあとの年

次総会にてご審議いただきます。 

 

②第 14回大手通ウインターイルミネーション 2022 サポー

ター募集のお願いについて 

・例年同様に、1万円を協賛する旨承認されました。 

 

③元米山奨学生 ラスマナ・センダリウスさん（現インド

ネシア ジャカルタ メンテンＲＣ会長）の 12 月 15 日例

会訪問について 

・皆様からのラスマナさんをお迎えいただければと思い

ますので、是非、次週例会にもご参加をお願いします。 

 

➢ １２月のロータリーレート １$＝138円 

 

 

★年次総会          会長 中村 和文さん

①長谷川年度（2023-24年度）の理事・役員等について 

1.  長谷川 繁  理事・役員（会長） 

2.  中村 和文   理事・役員（副会長・直前会長） 

3.  近藤 賛   理事・役員（副会長・会長エレクト）   

4. 村上 揚市郎 理事・役員（副会長・会長ノミニー）   

5.  村上 揚市郎 理事・役員（幹事）      

6. 未定       理事・役員（副幹事）      

7.  沖野 信行  理事・役員（会計）        

8.  渡辺 雅志   理事・ＳＡＡ委員長        

9.  相田 東洋雄  理事・会員増強委員長      

10. 石黒 俊之  理事・クラブ広報委員長  

11. 松本 克幸  理事・フェローシップ委員長 

12. 善財 康行  理事・職業奉仕委員長 

13. 西方 太地   理事・社会奉仕委員長 

14. 青木 省一   理事・国際奉仕委員長 

15. 三条 正道   理事・青少年奉仕委員長  

16. 坂内 隆徳  理事・米山記念奨学委員長  

17. 須田 成仁  理事・ロータリー財団委員長 

クラブ会計監査委員会 

（２０２３年７月１日～２０２４年６月３０日） 

1. 諏訪部 達 

2. 山田 嘉純 

 

【決議】会場出席者の多数の拍手により、承認をされま

した。 

 

長谷川繁会長エレクトより 

「まだ、次年度の方針もでておりませんので、何も決ま

っておりません。私自身、年齢もロータリー歴も浅い若

輩者ですが、今の役員の皆様をはじめ長岡西ＲＣの皆様

の力を借りながら１年間頑張っていきたいと思います。



私も来年 40歳ですがＪＣにも入っていますので若手に

声をかけて会員増強の部分とここ 2～3年はコロナ禍で

私がＲＣに入ってから夜の懇親会といいますかお酒の機

会が少なく残念でありますが、次年度あたりはその辺も

通常通りになるかと思いますので、親睦を一層深められ

るように考えております。詳しい方針等は決まり次第、

発表をさせていただきます。 

 まだ、中村会長年度も下半期が半分残っておりますけ

れども次年度もよろしくお願いします。ありがとうござ

いました。」 

 

②中間財務報告について 

中村会長より 

「本来ならば、本年度の上半期の収支について中間財務

報告をするところですが、12月分の収支を入れて来年 1

月の最初の例会で、上半期の収支報告と下半期の修正予

算をさせていただくことで代えさせていただきたいと思

います。」 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 12月 15日(木) 例会のメニュー 

小鉢 和風サラダ（小麦） 

温鉢 茸の厚焼き（小麦・卵） 

重箱 彩り天重（小麦・海老） 

椀 味噌汁（小麦） 

香の物 かぶ・人参（小麦） 

水菓子 フルーツ（オレンジ・グレープフルーツ・イチゴ） 

※内容に変更が出る場合がございます。 

 

 

【次回例会のご案内】 

１２月１５日（木） 12：30 ～  

於；長岡ベルナール シンフォニーア 

 

ジャカルタメンテンＲＣ情報交換会 

 


