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【退任挨拶】 

服部正会長 

 約2年前に突然！内堀さんから、会

長をやってもらいたいとお話しを頂き

ました。最初は私に努められる訳がな

いと思い、お断りしたかったのですが

そんな事も出来ず最後はどうせやるな

ら、大変な事は早く済ませてしまおうと悩みに悩

んだ末お受けしました。 

そして1年間の準備期間が過ぎ、その翌年には運

命の会長就任の日が来てしまいました。 

初めての会長挨拶は今日と同じように、下を向き

原稿を読むのが精一杯で皆さんのお顔を見ながら

お話しする余裕は全くありませんでした。 

それは1年間経った今も変わらないですね。 

しかし、丸子ロータリークラブの皆さんから、こ

んな私ではありますが会長という大役のご指名を

頂いた訳であります。たぶん私の人生の中でこれ

以上の大役はもう無いと思います。 

最初は不安で仕方ありませんでした。 

しかし丸子クラブの皆さんに支えられ、幹事の掛

川さん、事務局の久保山さんに支えられ何とか、

お陰様で１年間務めることができました。 

まだ会長をやられていない方は、あの服部でも務

められたと思えばかなり気が楽になると思います

また丸子クラブには会長を支えてくださる素晴ら

しい会員の皆様が大勢いらっしゃいますのでとて

も心強いと思います。 

 思い返すと今年度は様々な窮地に追い込まれる

年でした。 

7月8月9月と私なりに順調に努めていたところ、

10月12日の台風19号災害で長野県は甚大な被害に

見舞われました。 

計画していたロータリーデーと地区補助金事業も

中止となりましたが、丸子ロータリークラブとし

て、長野市にボランティアに参加できた事はとて

も良かったと思います。 

そして、3月に入るとコロナウィルスの感染拡大に

より世界中がいまだかつてない状況へと変わって

しまいました。 

丸子クラブでも5月の例会や予定していたプログ

ラムが次々中止となり、服部年度としてはなか 

なか成果を出せない年となってしまいました。 

例会開催が出来ない中、皆様と行ったオンライ

ン例会はとても楽しい時間でした。ちょっと飲

み過ぎてあの後家族と揉めましたけど、、、 

 ですが！ 

皆様のご協力で会員2名の増員！ 

掛川幹事の協力でホームページのリニューアル 

又又掛川幹事のご努力でマイロータリー登録100

パーセント達成と 

丸子ロータリークラブ皆で手をつなぎ一歩前に

進めたのではないかと思います。 

本当に一年間、ご協力、アドバイスありがとう

ございました。 

掛川浩邦幹事 

 丸子クラブにお誘い頂いて4年が経ち

ました。ロータリークラブとはどうい

うのかもよく分からずに入会し、会員 

の皆さんに教えていただきながらなん

とか過ごしてきましたが、理事も経験

したことがない私に幹事にとの話が突然舞い込

んできました。ロータリーは断ってはいけない

との教えの通り断る状況でもなくお引き受けを

しましたが、皆さんのお力をお借りして何とか

やってこれました。思い返せば、ここへきてコ

ロナの影響で予定通りにはいきませんでした

が、逆に災害復興のお手伝いやオンライン飲み

会、ホームページのリニューアルやMyRotaryの

登録を行うことなど離れた場所にいても丸子ク

ラブの皆さんと繋がって居ることが出来まし

た。もっと幹事としてしっかりしていれば色々

出来たとも思いますが力足らずで申し訳ござい

ませんでした。 

1年間皆さんのご協力に感謝いたします。 



奥寺浩司ＳＡＡ 

 一年間ありがとうございました。 

 口ではなかなか注意が出来ないと“お  

 静かに”のプラカードを用意してのＳ 

 ＡＡとしての仕事でしたが、それも必

要なく皆さんにご協力いただき例会がス

ムーズに行われましたことに感謝申し上げます。 

次年度は、幹事として皆さんにお世話になります

がよろしくお願いいたします。 

佐藤重喜職業奉仕委員長 

 シャトーメルシャン鞠子ワイナリーで 

 の職場例会を企画運営することが出来 

 ました。平日の昼間でしたので参加者 

 が少なくて申し訳ございませんでした

が、皆さんに喜んでいただけたことと思います。

ありがとうございました。 

内堀敏高会員増強委員長 

3年引き続きの委員長でしたが、今年度

は2名の増強にとどまりました。 

働きが悪く申し訳ございませんでした。

候補者は大勢上がっておりますので引き

続き次年度委員長にお願いいたします。 

栗木悦郎親睦・家族・プログラム委員長 

台風19号の影響により仕事が忙しく特に

後半は中々思うように活動できませんで

した。申し訳ございません。 

しかし、クリスマス家族会に湯沢かよ子

さんをお迎えし楽しいクリスマスの企画が出来た

と思います。 

次年度は二度目の青少年奉仕委員長です。よろし

くお願いします。 

長島三夫中学1年生野球大会委員長 

今年度は、台風19号の影響で大会が中止

となってしまいました。 

生徒も楽しみにしていたと思いますが残

念でした。 

一緒に企画しました地区補助金事業“献

血運動”も中止となってしまいましたので、長野

市と上田市への災害ボランティア活動を急遽行い

ました。 

ご協力いただいた皆さんご苦労様でした。 

次年度は、新型コロナウイルスの影響もなく無事

行われることを願っています。 

河野正美クラブ奉仕・管理運営委員長 

1年間皆様に助けていただきながら無事例

会の司会を務めることが出来ました。感

謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

1年間例会を休まずにできたことが一番の収穫

だったと思います。 

次年度はいよいよ会長職となります。 

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

【会長挨拶          服部正会長】 

今日の最後の会長挨拶は、私の仕事     

にも関係のあるお話です。 

約 4年前のお話です。“この度、US

フォルクスワーゲン（VW）社の粋な計

らいによって、その愛車の完全レスト

アがかないました。”から始まります 

 新車で購入し51年で走行距離は56万3270キロ

になる愛車「ビートル」に乗る一人の女性の存

在を知った、副社長のデレク・ハタミ氏は「こ

れは何か力にならねば」と心に決めたそうで

す。 

そして、フォルクスワーゲン社によって無償で

レストアしてもらったのです。 

そんなラッキーな女性をここでご紹介しましょ

う。 

       

 
「アニー（Annie）」という愛称を持つ、赤い

「ビートル」の持ち主であるキャサリーン・ブ

ルックスさん。彼女がこのクルマを新車で購入

したのは、私（服部）が生まれた3か月後の1966

年12月のことでした。 

それから実に51年間にわたって、彼女はこのク

ルマで職場へと通い続けてきたのです。 

ブルックスさんは乳がん患者に対し、その治療

中および予後における緩和ケアの専門家として

働いてきました。彼女自身も、3度にわたって乳

がんの治療を受けたサバイバーです。 

もし、愛車を無料でレストアしてもらう権利を

授けるという告知が出たのなら、真っ先に「彼

女こそ、それにふさわしい人物」と誰もが推薦

することでしょう。 

フォルクスワーゲン社のメキシコ工場に運ばれ

たブルックスさんの「ビートル」は、そうして

11カ月後に新車同然に生まれ変わったのです。

そして60名の従業員と研修生が参加した、との

こと。40%の部品が新調されていますが、357の

部品が元のまま使用されています。 

レストアを担当したエンジニア・チームは、こ

のクルマを復活させるだけでは飽き足らず、 ブ
ルックス サンガ所有者としての半世紀の間に、 



愛車に貼られた純正ステッカーをもオリジナル

そのままにつくり直していました。 

新車とおなじ状態に戻すべく、車内のグローブ

ボックス内の劣化していない色を元に、当時の

赤を復元。そのうえで、ボディの再塗装もなさ

れました。 

今回のプロジェクト・マネージャー兼メカトロ

ニクス・エンジニアであるアウグスト・ザム

ディオ氏は、チームが目指したことを次のよう

に語っています。 

      

 

 

 

 

 

 

そ れ は…、「博 物館 の展 示 のた めに、こ の

『ビートル』をレストアするのではありませ

ん。ブルックスさんがこの先また何年間も、こ

れまでと同じ気分で運転が楽しめるように仕上

げ直す」とのことです。 

新品かつ最新型のディスクブレーキ、ビンテー

ジなデザインのままのカーラジオ。 

新品のワイヤリングハーネス、再調整されたサ

スペンション。 

復元されたエンジンとトランスミッション…。 

フォルクスワーゲンがそこまでこだわったの

は、キャスリーンさんが51年という歳月を過ご

した”アニー”は彼女の家族同様だと考えたか

らで、そのアニーに敬意を払わねばと考えたか

らだそう。 

その結果として完成したのが、写真を見て分

かるように、驚くべき技術の結晶と呼んで然る

べき1台のビートルなのです。 

その綺麗になったビートルを見たブルックス

さんは涙を浮かべて喜んでいました 

     

 

 

 

 

 

私もお客様に、泣いて喜んで頂ける仕事を目

指したいものです。 

私にも約50年前位の古い車があります。ミニの

カントリーマンと言います。 

15年ほど前に購入して、いまだにレストア途中で

あります。この車が完成しないのは、仕事が忙し

い事なので良い事なのですが、早く完成させて走

らせたいものです。 

また、飽き性の私が一番長く乗った車もミニで

した。25歳位から33歳位まで約8年間クーラーも

無い、時々、故障して動かなくなる車でしたが何

か一番思い出がある車だったように思います。

オールペイントも2回しました。 

そして、今一番長く付き合っているのが、家の

奥さんです。もう21年目になります。 

そろそろこちらもレストアやオールペイントが必

要な時期ですが、機嫌の悪いときは、美味しいお

肉、ゴルフに行った時は餃子を作り、友達とゴル

フ旅行に行ったときはバックを買う等操縦のコツ

も掴んだのでこのまま順風満帆で二人仲良く旅を

続けて行こうと思います。 

（新車にするんだろ～～！との声がかかりました

が、そんな気持ちは全然！！） 

以上 最後の会長挨拶となります。 

一年間ありがとうございました。 

【例会の記録】 

 *ＳＡＡ 奥寺浩司さん 

 *司 会 河野正美さん 

 *ロータリーソング 我らの生業 

【出席報告】  

 会員数     38名（内女性6名） 

 本日の出席者  9名（出席率 30.00％） 

 修正後の出席率 82.35％  

 本日のラッキー賞   栗木悦郎さん 

   久しぶりに出席でありがとうございます。 

【幹事報告             掛川浩邦幹事】  

今週の着信 

・第2600地区米山記念昇格委員会より 

  次年度米山奨学生クラブ訪問と交流の依頼 

・東信第二グループ次期ガバナー補佐より 

  クラブ訪問のお願い 7月16日（木） 

【にこにこＢＯＸ報告】  

「1年間皆さんご苦労様でした。」 

服部正さん、掛川浩邦さん、奥寺浩司さん 

佐藤重喜さん、内堀敏高さん、小宮山陽一さん 

長島三夫さん、栗木悦郎さん、河野正美さん 

      本日の喜投額   9,000円   

        今年度累計額 649,000円 


