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例会ではマスク着用を義務としています。

アルコール消毒もお忘れなく！

「退任挨拶」

皆さま、お久しぶりです。

オンライン例会が５月１３日、リアル例会となると４

月２４日の創立５２周年記念例会にまで遡ること

になります。

緊急事態宣言もようやく解除されて、さあ例会が

出来ると思ったら何と本日が最終例会ということに

なりました。思えばあっという間の１年でした。その

振り返りは後ほどするとして、本日最初のニュースは、名誉会員についてです。

クラブ定款 8 条 5 節によれば、「本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選

ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。a 会費の納入を免除される

ｂ投票権を持たない c クラブのいかなる役職にも就かない ｄ職業分類を保持しない、およ

び e 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受す

ることができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。

ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。」とあります。

我がクラブでは、これまで 5 名の名誉会員が選ばれています。

岩本 利男 氏 チャーターメンバー

1972-1973 年度 会長/名誉会員期間 2001/7/1～2011/12/21

二宮 實 氏 1971/4/1 入会

1979-1980 年度 会長/名誉会員期間 2001/7/1～2009/6/10

渋谷 勇 氏 1970/3/12 入会

1985-1986 年度 会長/名誉会員期間 2007/7/1～2015/6/30

岸本 秀夫 氏 チャーターメンバー

1982-1983 年度 会長/名誉会員期間 2016/3/29～2018/3/27

岩森 茂 氏 1985/6/20 入会

1998-1999 年度 会長・2006-2007 年度 ガバナー

名誉会員期間 2017/7/1～2018/12/16

この名誉会員に先日の理事会で、６人目の方が選ばれました。

山本忠男会員です。

山本会員は、我がクラブが設立された翌年の１９７１年５月に入会されて以来５０年に亘り

連続出席の快挙を成し遂げられ、クラブの要職を歴任され、全国ロータリークラブ親善野球

大会、国際ロータリー第２７１０地区ガバナー杯親善野球大会の創設も発起人として活躍

されました。

また、我がクラブが岩森ガバナーを輩出した際には地区大会副実行委員長も務められるな

ど、我がクラブの発展に大きく貢献されました。ここに私の会長年度に山本忠男さんを名誉

会員に選出させて頂けた幸運に感謝します。山本忠男さん、これからもお元気で我々後輩

をご指導いただきますようお願い申し上げます。おめでとうございました。

さて、次に 1 年間を振り返りたいと思います。

皆さんはコロナにより十分な活動が出来ずに残念だねと声を掛けていただきますが、私とし

ては大変充実した楽しい１年だったと思っています。

今年度のクラブ方針として、不易流行を掲げさせて頂きましたが、まさにそれが問われた１年

でした。 ロータリーは出席が命であり、出席しないとロータリーに入っている意味がないという
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【来客紹介】  親睦委員会

米山奨学生 耿 萌 さん

会長時間   会長  久保 豊年
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ような趣旨のことを先輩方から聞かせて頂いてきました。

ところが、今年は、その出席がコロナにより封じられるということにな

りました。

また出席はオンラインでしていても飲食を伴う親睦が出来なかった

のは辛かったですね。

ただ、理事会は結構オンラインでも可能であることが確認できまし

たし、あまり議論にはならないだろうと思われる場合にはメールでの

持ち回り決議も多く使いました。ただ、思わぬ議論に発展してしま

い収拾がつかなくなったこともありましたので、使い方が難しいところ

があります。今後も、委員会や理事会は、持ち回りメールやオンラ

イン会議とリアル会議をうまく使い分けることが出来れば良いので

はないでしょうか？

例会については難しいところです。例会については会合というよりも

皆と会って握手をするところにその意義があると考える人にとっては

オンライン例会など無価値だという意見もありました。現に多くのク

ラブが緊急事態宣言を受けて休会にしていました。

ただ、私としては、完全にオンラインでの例会が実施できないかと

思っていました。オンライン例会では、幹事・委員会報告、会長

時間で終わることが想定されていましたが、逆にオンラインだからこ

そ普段呼べないような遠方の卓話講師（時差の問題もありますが、

海外も選択肢に入ります）とオンラインで結んで卓話をしてもらうと

いう企画が実現できないかと思っていましたが、残念ながら日程等

の理由で出来なかったのが心残りですが、他のクラブが休会してい

る中オンライン例会を開催できたことは誇りに思っていますし、実

現に尽力いただいた公共イメージ常任委員会の下川常任委員

長・浦副常任委員長を始めとする委員会メンバーには心から感

謝します。

コロナ禍ではありましたが、我がクラブは多くの奉仕事業を行うこと

が出来たと思います。

熊本・大分の豪雨災害支援事業として、支援金送金や災害支

援物資の寄付、京都伏見 RC との初の共同事業として応援幕の

寄付を行いました。 また矢野の家こども食堂支援事業として、

業務用炊飯器と電気工事一式を寄贈しました。また地区補助

金事業として、発達障害児童の療育に取り組んでいる一般社団

法人 HAP へパソコン 2 台を寄贈しました。

そして新たな青少年奉仕事業として広島女学院高校の「N×N

Creative Life Project」を支援して、遠隔授業の為のパソコンと

子ども達の成長の記録をするためのデジカメをネパールの孤児院

へ送りました。多大なるご尽力をいただいた奉仕プロジェクト常任

委員会の丸本常任委員長・岡部常任副委員長を始めとする委

員の皆さまに、敬意と感謝をお伝えします。

さて、最後になりましたが、ワガママな会長を支えてくれた塩本副

会長・下前幹事・濱本副幹事・渡部副幹事に感謝をして、最後

の会長時間を終わります。1 年間有難うございました。

６月生まれの皆様

平井会員・大賀会員・下川会員・前会員・榎会員

菊地会員・神農会員・吉田会員・坪内会員・浦会員

杉町会員・桑村会員・中根会員・菅会員

おめでとうございます。

２６年 山坂会員、２０年 久保雅史会員・前会員、

１６年 中根会員・粟屋会員・下前会員、

１３年 塩本会員、１１年島本会員、１０年 河本会員、

９年 吉永会員、 ５年 中川良浩会員・久保豊年会員、

８年 小河会員、 ４年 桑原会員・池久保会員、

３年 三宅会員

クラブ表彰

・ロータリー賞（ゴールド賞）

・例会年間

100％出席達成

・米山寄付総額賞 5 位

・米山寄付達成クラブ

代表して前年度幹事の島本会員に賞状をお渡ししました。

個人表彰

・連続出席４９年 山本会員

・連続出席４４年 久永会員

・連続出席３０年 槇殿会員・岡崎会員

槇殿会員・久永会員に表彰状をお渡ししました。

【理事会報告】

・山本会員は７月１日より正会員から名誉会員となります。

【お知らせ】

・ホテルグランヴィア広島より駐車場の割引券の取り扱いについて

文書を頂きましたので、ボックスに配布しています。

必ず確認をお願いします。

【ボックス配布物】

・ロータリーの友誌

・ガバナー月信

・7 月例会予定表

・ホテルグランヴィア広島からの文書

次週７月からの例会について、ご案内をお送りしていますが、

７月１日および８日は時間を短縮し対面で例会を開催します。

お食事はお弁当を用意しますので、お持ち帰りください。

ゴルフ同好会

６月６日に和木ゴルフ倶楽部で開催された「多打喜会６月例会」

の成績を発表します。

３位 小林（孝）会員

準優勝 丸本会員

次年度幹事報告

誕生月会員お祝い

幹事報告    幹事  下前 嘉彦

連続出席表彰

地区大会表彰

同好会報告
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優勝 チョードリー サマール会員

（OUT50 IN47 GR97 HD36 NET61）

ベスグロ 丸本会員

例会後、今年度久保会長から次年度杉町会長へ点鐘の引継ぎ

が無事行われました。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員

今年度は対面での例会が出来ない日々も続きましたがＷｅｂ例

会、Ｚｏｏｍ理事会等新たなチャレンジをするキッカケにもなりロー

タリー活動の幅を広げる事も出来ました。今年度最後のニコニコ

になりますが皆様、１年間支えて頂きありがとうございました。

杉町会員・吉永会員 正副会長幹事の皆さん１年間お疲れさ

までした。コロナの影響により例会や事業も思うように開催出来

ず、例年以上に運営が大変だったのではないかとお察しします。

今年度の思いをしっかり受け止めて次年度に繋げていきたいと思

います。

久永会員◆ 久保豊年丸、理事役員をはじめ皆々様、コロナに

鍛えられ、身も心も不完全燃焼で大変な１年でしたが、会員

共々、無事に終わろうとしています。何はともあれご苦労様でし

た。

粟屋会員・杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員★

地区大会において、クラブ表彰では前年度ロータリー賞としてロー

タリーゴールド賞を当クラブが受賞しました。また、会長特別賞・

米山記念奨学会寄付総額賞第５位などの賞を頂いております。

これもひとえに会員の皆様方の多大なるご尽力とご協力の賜物

と心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

吉永会員・樹野会員・藤原会員・原田会員・中根会員・山下

会員・桑村会員会員☆ 厳しい環境下であらゆる活動が制限

されましたが、ニコニコ箱の運営は継続させて頂きました！皆様の

多くの出宝に感謝いたします。１年間ありがとうございました。

丸子会員・吉田会員・増田会員・山内会員・三宅会員・高井

会員・平井会員・赤木会員・松野会員・川本会員・岩本会員・

野口会員 親睦事業もままならないまま今日で今年度は終了し

ます。素晴らしい親睦メンバーの素敵なキャラクターを今日も披露

することが出来ませんでしたが次年度はきっと皆さん活躍してもら

えると思います。ぜひご期待ください。（親睦委員会）

下川会員・福永会員・浦会員 一年間お世話になりました。

丸本会員・岡部会員・秋山会員・中川良浩会員 コロナ禍の

中にもかかわらず、１年間当常任委員会の事業にご協力をいた

だき、ありがとうございました。（奉仕プロジェクト常任委員会）

竹本会員 入会して半年余りで多打喜会幹事の役割を仰せつ

かり、今年で２年の任期を終えます。不慣れな運営でご迷惑をお

かけしましたが、大変勉強になりました。ありがとうございます。次

年度より島本代表幹事のもと、川本幹事・松野幹事が務めて

参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

赤木会員★ 母校の後輩の山縣亮太選手が陸上１００ｍで

９．９５秒の日本新記録を出しました。明日の日本選手権では

優勝し、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸで金メダルを取ってくれることを祈っていま

す！

丸本会員★ ５月の地区大会のビンゴゲームで、なんと特賞が

当選したと連絡を受けました。賞品はパナソニック５５インチの有

機 EL テレビ。脇正典ガバナー引当てて頂き誠にありがとうござい

ました。１４００人分の１の確率は凄い強運です。ほんと縁起の良

いテレビ！大事に使わせて頂きます。ありがとうございました。

上野会員 オンラインでの地区大会の抽選会で【フグ刺身】が当

たりました。ラッキーなのでしょうか、アンラッキーなのでしょうか？希

望者があればお譲りします。

池上会員 誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。

森会員 ５/１３の例会で誕生日のお祝いをありがとうございまし

た。

下川会員 誕生日に美味しいワインを送って頂きありがとうござい

ました。もう５４歳（まだ？）になりました。自粛が続き、なかなか皆

様にお目にかかる機会がないのですが、例会会場に集まって食

事を出来る事を楽しみにしています。

坪内会員◇ 先月は妻の誕生日に花を、今月は私の誕生日に

ワインを送って頂きありがとうございました。還暦手前となりました

が、これからもよろしくお願いします。

吉田会員 誕生日のお祝いありがとうございました。

浦会員 誕生日のお祝いが届きました。ありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

丸子会員 妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。花

は心を朗らかにしてくれますね。

松野会員 先週妻の誕生日に綺麗なお花をプレゼントして頂き

有難うございました。とても感動しておりました。

西開地会員 本日、妻の誕生日に色鮮やかな、とても素敵なお

花をいただきました。大変喜んでおりました。ありがとうございます。

吉田会員 妻の誕生日のお祝いにお花を頂きました。妻も大変

喜んでおりました。本当にありがとうございます。

吉良会員 妻の誕生日に花を頂きありがとうございました。大変

喜んでおりました。

石原会員 久し振りのリアル例会、皆様にお会いできるのを楽し

みにしておりました。改めてホテルグランヴィア広島をご利用頂きま

すこと、感謝申し上げます。

三保会員・小林(直)会員 コロナ禍で苦しむ「かなわ」と「みっちゃ

ん総本店」がコラボした【かなわのカキ入りお好み焼き】が完成しま

した。入口のテーブルに申込書を置いていますので必ずお持ち帰

り頂き申し込んでください。ご家族全員分の申し込みをよろしくお

願いします。

当日計  ７７,０００円  累計 １,０３９,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

点鐘引継ぎ式


