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国歌斉唱 

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣ 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員 

来客紹介 親睦委員会 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 『６月誕生月会員スピーチ』  

 『退任挨拶Part１』 

 理事役員委員長 

 

 
左から、大賀会員・下川会員・神農会員・吉田会員・坪内会員・桑村

会員・杉町会員・菅会員  おめでとうございます！ 

(例会欠席：重田会員・菊地会員・前会員・浦会員・中根会員) 

 
６月は親睦活動月間です。親睦活動への参加の増加及びこのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

に対する理解を促進するため、ＲＩ理事会によってﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間

として指定されました。親睦委員会がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、活動及び催しを通して

６月の「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」の活動を強調するよう奨励しています。 

本年度も今月で 後となり、５０周年の年はアッと言う間に過ぎてしまい

ました。去年のこの頃は先が見えずすごく長い様に感じていましたが、今

はもう終わりか、と思っています。今月の卓話時間は全て退任挨拶となっ

ており、私は 終回の１０分だけとなっていましたので、会長時間に少し

ずつ話してゆこうと思います。 

本年度が始まった 初の例会の会長時間は七夕の話から節句とか日

本の歳時記の話をしようと思っていましたが、皆さんご存知の通り７月６

日に西日本豪雨災害に見舞われ年度の初っ端から緊急事態対応に迫

られました。そして、何も具体的な行動が決まらないにも関わらず会員の

皆さんから１万円の支援金のご寄付をいただきました。 

就任間もない奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ坪内理事、樽本委員長にとっても、それまで

考えて来られた５０周年記念事業の計画や社会奉仕事業の計画も急

遽変更され、北ﾛｰﾀﾘｰとしてすぐに行動出来る事として三宅会員の自

宅のある熊野の避難所で「みっちゃんのお好み焼き」の炊き出しを行いま

した。これが奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ坪内理事の 初の試練でした。 

今日はこの辺りで退任挨拶第一部会長時間をおわります。 

 
《理事会報告》 

《お知らせ》 

*広島城南ＲＣ例会場移転のお知らせ 

 ７月よりシェラトングランドホテル広島に移転します。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ガバナー月信 

*ＩＭ報告書 

 
先日、当ｸﾗﾌﾞから東京中央新

ＲＣに移籍した山下 江氏が、ﾒ

ｰｸｱｯﾌﾟに来られましたので、当

ｸﾗﾌﾞよりﾊﾞﾅｰを贈呈しました。 

またのお越しをお待ちしておりま

す。 

 

 

 
☀お客様出宝 

東京中央新ＲＣ 山下江様 

東京中央新露ＲＣの山下江です。初のﾒｰｸｱｯﾌﾟです。これからもときどきお

邪魔しますので、よろしくお願いします。 

☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会員 

本年度も本日を含め、残り４回の例会となりました。本日から退任挨拶も始

まりますが次年度に、しっかりとﾊﾞﾄﾝを渡せるよう 後まで頑張って参りますの

で引続きご協力をお願い致します。 

東会員 本日は直前会長理事として退任挨拶をさせて頂きます。よろしくお

願いします。 

■本日の例会      ２０１９年６月１３日（木）   第２４００回 

ロータリーソング 「我らの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶Part２』 

 理事役員委員長 

前回例会報告  ２０１９年６月６日（木） 第２３９９回 

誕 生 月 お 祝 い 

会長時間         会長  三保 二郎 

幹事報告            幹事  塩本 能尚 

バ ナ ー 贈 呈 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 
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粟屋会員 今日、会長ｴﾚｸﾄ･理事としての退任挨拶をさせて頂きます。

三保会長、理事役員の皆さん、一年間ご苦労様でした。 

山下会員 本日、退任挨拶をさせて頂きます。一年間お世話になりあり

がとうございました。 

松田会員 本日が公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長として退任挨拶をさせて頂き

ます。一年間大変お世話になりました。 

合田会員 本日は公共ｲﾒｰｼﾞ小委員長の退任挨拶をさせて頂きます。

よろしくお願い致します。 

坪内会員◇ ①本日、退任挨拶をさせて頂きます。一年間ご協力あり

がとうございました。②今月５７才の誕生日を迎えます。お祝い頂きありが

とうございました。 

畑会員 本日、退任挨拶をさせて頂きます。一年間ありがとうございまし

た。 

樽本会員 本日、退任の挨拶をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

池久保会員 ﾆｺﾆｺ委員会様、お疲れ様です！新記録まであと２１万

円だそうですね！ 頑張って下さい。 

菅 会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

杉町会員 今日は誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。今月６

６才となりますが、まだまだ未熟者。これからもご指導の程、宜しくお願い

致します。 

神農会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

桑村会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

下川会員 誕生日のお祝いありがとうございます。今後も頑張って参りま

す。 

吉田会員 誕生日のお祝いありがとうございます。今後も精進致します。 

大賀会員 誕生日のお祝いありがとうございます。今ともよろしくお願い致

します。 

三保会員・岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員・小林(直)会員 先日、

中山会長年度執行部+１ﾘﾒﾝﾊﾞｰを台湾料理｢青葉｣にて薬膳鍋を楽し

みました。中山ﾊﾟｽﾄ会長のﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ値が４上がりました。正常値までも

う少しです。 

吉良会員 本日のご来客のご紹介の時、またまた間違えてしまいました。

山本新太郎様、誠に申し訳ございませんでした。今後は気をつけます。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(中川良浩会員･浦会員･泉会員･神農会員･迫会

員･鈴木会員･下川会員･河村会員･篠崎会員) ﾆｺﾆｺ委員会です。

いつもありがとうございます！おかげさまで先週までに１９２万円の出宝を

お預かりすることができました。でもまだ２００万に届いておらず、過去の記

録を塗り替えるという目標にはもう少し足りません。５０周年にふさわしい

記憶と記録に残るﾆｺﾆｺにしたいと思います。皆さんからの援護射撃を心

からお待ちしています。６月末までよろしくお願いいたします。 

「今日は何の日シリーズ」 

６月６日は「楽器の日」昔から芸事は６歳６月６日に始めると上達すると

言われていることに由来 

｢北歌団｣のﾒﾝﾊﾞｰ 石田会員・中山会員・久保(豊)会員・岡部会員・

藤原会員・谷本会員・古谷会員・小林(直)会員・小林(孝)・渡部会

員・中川良浩会員 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『退任挨拶 Part１』 
 

理事・直前会長 東  正治会員 

 

直前会長の役割は、会長に何かあった

時に代わって役目を果たす。ということで

すが、三保会長が一年間元気で頑張

ってこられたので、何もせずにすみました。

あと一ヶ月、三保会長、くれぐれも体を

大事にして頑張ってください」 

 

理事･会長ｴﾚｸﾄ 粟屋充博会員 

 
三保会長､1 年間ご苦労様でした。 

今年度１年間は会長職見習い期間と

心得て､三保会長の背中を拝見しなが

ら勉強させて頂こう､と思っておりましたが､

アッという間に１年がすぎてしまいました｡

「光陰矢の如く学成り難し｣の誡言が身に沁みるこの頃です｡会長就任ま

で１ケ月足らずとなりましたが､この１年で経験させて頂いたことを次年度

に活かせるよう微力ながら努力していこうと思いますので､よろしくお願い申

し上げます｡ 

 

会員選考委員長 山下正司会員 

 

今年度 新会員入会に伴い、新しく６

名の会員を選考させて頂きました。 

選考にあたり委員会ﾒﾝﾊﾞｰと慎重に協

議した上で、速やかに理事会に報告を

しましたが、今年度入会の新会員の

方々はいずれも素晴らしく、推薦者の方々にはお骨折り頂きました事、こ

の場をお借りして厚く御礼申し上げます。今後のご活躍を祈念し、退任

の挨拶といたします。 

 

理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長 

松田宜久会員 

 
我々の委員会は対内・対外的 広報

を担う委員会で、今年度特徴的な出

来事を話しさせて頂きますと、公共ｲﾒｰ

ｼﾞ委員会では「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」

を担当で受け持っていただき認知度向上を図っていただき、先日、５月１

６日の例会『地域映画づくりで町おこし』というﾃｰﾏで 映画「吟ずる者た

ち」現地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ古川様の卓話を担当して頂きました。 

会報･IT 委員会では、例会にて 『ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの活用』と題して、ﾊﾟｿｺﾝ

音痴の上田委員長実演のもと会員さんにわかりやすい説明でﾏｲﾛｰﾀﾘｰ

の登録を促しました。そして本年度はｸﾗﾌﾞ内外活動の際、写真撮影だ

けではなくﾋﾞﾃﾞｵ撮影記録に取り組んでもらいました。両委員長には色々

とお世話になりましたが、私からは重田委員に１票入れたいです。ﾏﾗｿﾝ

では走りながらのﾋﾞﾃﾞｵ録画、卓話ならびにｲﾍﾞﾝﾄの際のビデオ録画、共

に両委員会の委員ﾒﾝﾊﾞｰである重田さんが居てくれたおかげでずいぶん

助かりました。感謝です!!この場にてお礼をいいます。今年１年両委員会

の皆様 大変お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。 

 

会報ＩＴ委員長 上田 修史会員 

 
今年度の実施事業は新しく広島北ＲＣ

のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをﾘﾆｭｰｱﾙしました。又、５

０周年に向けてﾋﾞﾃﾞｵを使って色々な事

業を撮影しました。今年１年間会員の

《職業ニコニコ》 
久永会員 今朝のＮＨＫ「あさイチ」で歴清社の仕事のキャッチコピ

ー【水と空気以外は何にでも貼れる】をコンセプトに、伝統的な金箔

から“金箔をより身近に”ということで。 近開発したファッション系の

金の帽子・チョッキ・Ｔシャツ・メガネなどが放映され、全国から電話

が・・・・・・。でした!(^^)。 

広川会員 先週５月２８日、広川石油（株)は創業１６５年を迎え

ました。安政４年５月、瀬戸内海の天然良港の尾道でスタートしま

した。ペリー黒船来航の頃であったそうです。 

池上会員 昨年の７月豪雨で甚大な被害を受けられた倉敷市真

備町の浸水対策工事となる「小田川河道付け替え工事」を受注し

ました。被災された地元真備町の皆様とともに大義ある仕事として

誠心誠意取り組んでまいる所存です。

当日計 58,000 円  累計 2,038,000 円

卓話時間 
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皆様には色々とご理解を頂きまして本当にありがとうございました。又、重

田副委員長を初め委員会のﾒﾝﾊﾞｰのおかげで１年を終える事ができまし

た。皆様本当にありがとうございました。 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 合田尚義会員 

 
公共ｲﾒｰｼﾞ委員会の今年度の事業を

振り返りますと、11/3 に開催された「ひ

ろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」に「広島北ＲＣ

創立５０周年」のＴｼｬﾂや「ＥＮＤ ＰＯＬ

ＩＯ ＮＯＷ」のｷｬｯﾌﾟを着用して、会員･

会員家族･会員企業の社員の約４０名で参加し、当ｸﾗﾌﾞの公共ｲﾒｰｼﾞ

と認知度向上を図りました。 

また、広大病院でのｻﾆｰﾋﾟｱ･ｸﾘｽﾏｽ会事業、創立５０周年事業として

実施された「平和大橋高欄の説明板設置事業」「平和大通りの植樹

事業」「豪雨災害被災者高校生への奨学金支給事業」等が TV や新

聞、地元経済誌に取り上げられました。 

そして、「吟醸発祥の地、広島からモノづくりのすばらしさを全国へ、そして

世界へ」をﾃｰﾏに製作された映画「吟ずる者たち」に協賛を行い、広島の

ｲﾒｰｼﾞ向上に資すると同時に当ｸﾗﾌﾞの公共ｲﾒｰｼﾞ向上を図り、例会に

て映画製作の現地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰの卓話をお聞き致しました。 ｸﾗﾌﾞの公

共ｲﾒｰｼﾞ、認知度向上のための施策として TV や新聞は一定の効果が

見込まれるとは思いますが、相当の話題性がある事業でなければ、なか

なか取り上げて頂けないという難しさを感じました。 

 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

坪内昭吉会員 

 
振り返れば、７月６日の西日本豪雨災

害に始まり、５０周年の記念事業に至

るまで、非常に慌ただしい１年間でした

が、皆様のご協力をもちまして何とかこ

こまで来ることができました。事業を企画・実施するうえで、ｽｹｼﾞｭｰﾙがﾀ

ｲﾄになり全委員会ﾒﾝﾊﾞｰを巻き込んだ運営ができませんでした。 

しかしながら、畑委員長・樽本委員長・森委員長・秋山委員長を中心

として、各委員会において、有意義な活動を展開できたと確信していま

す。各委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、そして事業へのご参加、ご協力いただいた

会員の皆様を始め１年間支えていただいた皆様に改めて感謝申し上げ、

退任の挨拶といたします。１年間ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員長 畑 秀樹会員 

 
職業奉仕委員会のメイン事業のひとつ

は先ほども皆様にご協力を頂いた「四つ

のテスト」の唱和であり、もう一つが職場

訪問例会です。 

本年度の職場訪問例会では宇品にあ

ります「ｸﾏﾋﾗ・ｼｮｰﾙｰﾑ」の見学に参りましたが、時間的な制約もあり、

残念ながら全てをゆっくりと見学して頂くという事は出来ませんでした。参

加された方にはご覧をいただいた巨大な電動の金庫ですが、あのﾏﾝﾓｽ

金庫を建物の内部に設置（建設）される様子を撮影したＶＴＲなど他に

も色々と興味深いものありました。 新のｾｷｭﾘﾃｨ設備など少しでも企

業経営のご参考になれば幸いです。この１年間大変お世話になり、誠に

ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員長 樽本陽輔会員 

 

この１年を振り返ってみますと「ｸﾗﾌﾞの新

たな時代に向けて」というｸﾗﾌﾞ運営方

針のもと、例年引き継がれてきたｻﾆｰﾋﾟ

ｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ、ｻﾆｰﾋﾟｱｸﾘｽﾏｽ会や地区

補助金事業である広島大学病院への

寄贈事業はもとより５０周年記念事業である平和大橋高欄説明板寄

贈・平和大通りを彩る花木寄贈・西日本豪雨災害復興祈念花火大

会の３つの事業を担当させて頂きました。 

これらの奉仕事業を通じて喜んで頂ける人々に出会うことでこちらも沢山

の喜びを感じることができました。 

後になりますが活動にご協力を頂きました会員の皆様そして携わって

頂いたすべての方々に心から感謝を申し上げ退任の挨拶とさせて頂きま

す。一年間本当にありがとうございました。 

 

国際奉仕委員長 森 直基会員 
 

一年前の就任あいさつで、「立ち遅れた

分これから巻き返します。」という挨拶を

しましたが、本当に一年間、時間に追

われてやって参りました。 

年度が始まってすぐに、現地に行きまし

たが、今年度の完了に確信を持てないまま帰ってきました。ただ帰り際に

担当理事の坪内理事より「よう分からんけど、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ取れんかったら、ｸ

ﾗﾌﾞｷｬｯｼｭでやればええんじゃろ」「やるしかないで」と言われ、気が楽にな

ったことを覚えています。しかしながら、振り返ってみますと、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙが取

れなかったら、４５０万ものｷｬｯｼｭを拠出することになったことを考えますと、

無事ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業で完了したことにﾎｯとしています。 

そして何より、先日の完成式では、２６名もの多くの会員に参加頂き、有

難うございました。また、１年間クラブ事務局・財団委員会・委員会ﾒﾝﾊﾞ

ｰを始め、多くの方のご支援に感謝申し上げ、退任のあいさつとさせてい

ただきます。本当に有難うございました。 

 

青少年奉仕委員長 秋山竜一会員 

 

青少年奉仕委員会の主な事業は小さ

な祈りの影絵展の支援にありましたが、

この事業については毎年開催でご存じ

の方も多いと思われますので、先月に行

われましたライラについて、ご報告を兼ね

て発表します。 

今年のライラは下関で行われました。自分の班は下関の海上自衛隊の

見学をしました。下関の海上自衛隊では機雷の除去を主な任務として

います。先の第二次世界大戦で多くの機雷が撒かれたものを戦後に除

去したのが隊の生い立ちとなっています。発足当初、日本に船の多くは

沈められていた関係で、本当に小さく古い船で隊員の皆さんは危険な任

務を遂行されました。この隊員の方の中にはライラに参加した青少年と同

じぐらいの世代の方もいたと思います。参加者の皆さんは非常に熱心に

隊の生い立ちや、現在も続く危険な任務について聞き入っていて、自分

自身も大変新鮮な気持ちになりました。 

１年間、青少年の皆さんと過ごす機会を与えて頂き、ありがとうございまし

た。自分自身も周囲の皆さんを新鮮な気持ちを持ってもらえるような人

間になってゆきたいと思います。次年度以降も頑張ります。どうもありがと

うございました。 

 

※理事役員委員長の皆様へ※ 

退任挨拶の原稿をメールでお送り下さい。お待ちしております。 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年６月６日（木） 会員数 ９９名 

出席  ８６名  欠席  １３名 

来客   ３名 

５月１６日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介 親睦委員会 

山下  江 様（東京中央新） 

三宅 朗充 様（広島中央） 

山本新太郎 様(広島陵北) 

■次回例会 ２０１９年６月２０日（木） １２：３０～ 

卓話 『退任挨拶 Part３』  

食事 洋食 


