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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 

 

 
２４年 山坂会員、１４年 下前会員・中根会員、１１年 塩本会員、 

９年 島本会員、２年 重田会員・桑原会員・池久保会員、 

１年 三宅会員  おめでとうございます！ 

(欠席：１４年 粟屋会員、６年 小河会員) 

 
先週に引き続き私の退任挨拶の補足に会長時間を利用させていただき

ます。 

本年度５０周年の記念事業が目立ちますが、それ以外の通常の事業も

忙しい中にも関わらずしっかりやっていただきました。豪雨災害の影響が

まだ残っている８月５日・６日に行われた小さな祈りの影絵展では坪内理

事率いる秋山青少年委員長始め委員会ﾒﾝﾊﾞｰが深川会員のご尽力で

影絵の制作場所を提供していただいた集会所に手伝いではなく、準備

の様子を見学に行き当日は多くの会員に来ていただきました。 

８月下旬には関西へ非常に強い台風が上陸し大きな被害が出たというﾆ

ｭｰｽが続いている中で９月６日には北海道胆振東部地震が発生し、丁

度例会日であったため緊急募金を集めさせていただきました。 

９月２０日には京都伏見ＲＣとの調印式を行い、越智姉妹ｸﾗﾌﾞ委員長

が皆さんを宮島にお連れし、世界遺産航路で平和公園まで帰って来ると

いう二つの世界遺産巡りを企画していただきました。 

９月２３日には坪内理事率いる樽本社会奉仕委員会の皆さんとがんの

子供を守る会、そして広大医学部とで森林公園にてｻﾆｰﾋﾟｱｷｬﾝﾌﾟを主

催していただきました。当日は暑い中 朝早くから森林公園までの道すが

ら案内の為に委員会ﾒﾝﾊﾞｰに立っていただきありがとうございました。 

１０月２１日の地区大会では尾道という近い所にも関わらず前夜祭に多

くの会員にご出席いただきました。また設営いただいた岡部理事率いる

小林親睦委員会の皆さまお世話になりました。そして、大会当日の昼食

が余りにも少ないので急遽つまみを買い出しに行ってもらいありがとうござ

いました。この時もさすが北ＲＣと思いました。 

そして１１月３日には松田委員長率いる公共ｲﾒｰｼﾞ委員会で平和ﾏﾗｿﾝ

に参加しﾛｰﾀﾘｰの広報をいたしました。 

１１月１８日には千代田ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞで５０周年記念大会を開催しました。

当日は陵北ＲＣの皆さんや久保田元会員も参加され、皆さんからご協

賛いただいた豪華な商品で盛り上げていただきました。下前ｺﾞﾙﾌ同好会

代表幹事をはじめ皆様お疲れ様でした。 

１２月１２日には坪内理事樽本社会奉仕委員長率いるﾒﾝﾊﾞｰで広大

病院に点滴台付子どもｶｰﾄとﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙＤＶＤﾌﾟﾚｲﾔｰを寄贈し、ｻﾝﾀやﾄ

ﾅｶｲに扮して小児病棟でｸﾘｽﾏｽ会を催していただきました。 

そして、１２月２０日には小林親睦委員長の下でｸﾘｽﾏｽﾊﾟー ﾃｲを開催し

ていただきました。翌１月２４日には３ＲＣ合同例会があり当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄ

だったので小林委員長はじめ親睦委員会の皆さんにはお世話になりまし

た。その時が公式な北歌団のお披露目となりました。 

 
《ＢＯＸ配布物》 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌 

*次年度地区大会仮登録のお願い 

 
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  中山委員長 

*本日、１７時から｢かなわ｣において近年入会会員のためのﾛｰﾀﾘｰ勉強

会を開催しますので、よろしくお願いします。 

会報ＩＴ委員会  重田会員 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌６月号紹介 

横書き ７頁～１５頁 

ｸﾗﾌﾞ「広報力」印象に残るﾛｰﾀﾘｰのつくり方 

横書き １７頁 

制定案１９－３５「欠席のﾒｰｸｱｯﾌﾟに関する規定を改正する件 

次年度青少年奉仕委員会  小林孝憲会員 

*例会終了後、委員会を開催します。 

次年度幹事報告  島本会員 

*次年度地区大会の仮登録について 

■本日の例会      ２０１９年６月２０日（木）   第２４０１回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

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Part３』 

 理事役員委員長 

前回例会報告  ２０１９年６月１３日（木） 第２４００回 

連 続 出 席 表 彰 

会長時間         会長  三保 二郎 

幹事報告            幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 
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ゴルフ同好会  秋山会員 

*６月例会の組み合わせ表を配布しております。 

*今年度取り切り戦の優勝賞品について一覧を配布しています。 

 
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 本年度の例会も本日を含め残り３回となりました。ﾆｺﾆｺ委員会の

目標金額の達成にむけて、本日を含め３回の例会しかありませんので、

皆様のご協力を宜しくお願いします。 

土井会員 会計長退任の挨拶をさせて頂きます。一年間ありがとうござ

いました。 

下川会員 本日、副会計の退任挨拶をさせて頂きます。宜しくお願いし

ます。 

久保豊年会員 会員組織常任委員長としての退任挨拶をさせて頂き

ます。一年間のご協力に感謝します。 

中山会員 本日、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長およびｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰの退任挨

拶をいたします。一年間ありがとうございました。 

Ｓ.Ａ.Ａ.(下前会員・古田会員・渡部会員) 退任の挨拶をさせて頂きま

す。皆様、一年間ありがとうございました。 

岡部会員 本日、ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長として退任挨拶をさせて

いただきます。 

池久保会員 本日、退任のご挨拶をさせて頂きます。宜しくお願い致し

ます。 

桑原会員 連続出席のお祝いありがとうございます。これからもよろしくお

願い致します。 

重田会員 ２年連続出席の表彰をありがとうございました。 

塩本員 連続出席の表彰をありがとうございました。 

下前会員 入会して１４年になります。これからもよろしくお願いします。 

池久保会員 入会して２年となりました。今後も頑張って参ります。宜し

くお願いいたします。 

浦 会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

重田会員 誕生日のお祝いありがとうございます。先週の例会を欠席致

しましたので、改めてお礼申しあげます。 

丸子会員 先日は妻の誕生日に、とてもきれいなお花をいただき誠にあ

りがとうございました。子供たちも巣立ってしまい２人になることが多くなりま

したがこれからも、支えあっていこうと思います。 

庄子会員 ６月９日に地区米山学友会２０周年記念式典･祝賀会が

開催され、当ｸﾗﾌﾞからも１３名に参加して頂きました。吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰをはじ

め歴代ｶﾞﾊﾞﾅｰ、地区委員長に感謝状を贈り、何とか無事終了しました。

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱの皆さんありがとうございました。 

上野会員◇ 去る６月１１日、鷹巣ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにおいて、念願のｴｲｼﾞｼ

ｭｰﾄを果たしました。ｱｳﾄ３７・ｲﾝ３７ ﾄｰﾀﾙ７４のｽｺｱでした。どうしたらい

いでしょうか？ 誰か教えて下さい。 

高見会員 先週日曜日にﾊﾟｾｰﾗで開催された、茨城国体ｅｽﾎﾟｰﾂのｸﾞ

ﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ部門広島県代表決定戦に出場しました。上位２０名が突破

できる４月の一次予選は３１位だったので諦めていたんですが、繰り上げ

でｷﾞﾘｷﾞﾘ代表決定戦に出ることができました。当日の第一ﾚｰｽでは最

下位１０番手から追い上げ６位まで上がったのですが、５位以上が進出

できる最終ﾚｰｽには一つ届きませんでした。国体選手を目指して来年ま

た頑張ります。 

杉町会員◇ ①広島の夏を告げるとうかさんに毎年恒例となりましたか

なわさんでの浴衣の会には３５名の方々に参加して頂き有難うございまし

た。 ②今日は退任挨拶をさせて頂きます。宜しくお願いします。 

前年度ﾆｺﾆｺ委員会 吉永会員・森 会員 

今年度ニコニコ委員会の皆さん、毎週例会ご苦労様です。例会時の出

宝、新記録更新まであと少しらしいですね。記録は抜かれるためにありま

す！！ 記録保持者の私たちの心境は複雑ですが、是非とも記録を更

新して最終例会でのパフォーマンスを期待しています。 

小林(直)会員☆ 先週のﾆｺﾆｺで金額を間違えて大枚を入れてしまい、

中川委員長に懇願し、おつりを返してもらうというｶｯｺ悪い事をしました。

少しでもの気持ちを込めて！ 

鈴木会員 本日のﾆｺﾆｺ発表を担当しました。 

迫会員 となりの会場でﾄﾗｯｸ教会の総会参加のため早退します。 

三宅会員 仕事の都合上、早退します。 

赤井会員 本日、所用により早退させて頂きます。 

大之木会員 急用の為、お先に失礼します。 

松田会員 本日は所用により早退致します。 

中川良浩会員 こんな大事な時に欠席してすみません。ﾆｺﾆｺもあと２

回、皆様どうかよろしくお願い致します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『退任挨拶 Part２』 
 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員長 越智健剛会員 

 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会は本田副委員

長を始め、中川良男・山本・中尾・岡崎・

前・河本・神農・藤澤・小林孝憲・福永会

員に助けていただき、無事終えることが出来

ました。９月２０日(木)、京都伏見ＲＣをお迎えし、記念すべき３０回目の

調印式を迎えました。ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島にて調印式を行った後、世界

遺産でもある宮島の厳島神社へｴｸｽｶｰｼｮﾝに向かいました。その後宮

島から、船に乗りかき船かなわにて懇親会を行いました。また、２０１９年

３月３１日(土)、５０周年記念事業の自衛隊海田市駐屯地での花火

大会にて、京都伏見ＲＣの方が招待した石巻の子どもたちを案内しまし

た。１年間ありがとうございました。 

 

会員組織常任委員長 久保豊年会員 

 

当委員会は、会員を勧誘し、選考し、研修

するという役割になります。各小委員長が工

夫を凝らしてその役割を全うしていただいたと

理解しています。１年間有難うございました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 中山昌実会員 

 

本委員会は、島本副委員長を始め、久永

委員、水野委員、吉永委員による構成で、

素晴らしいﾒﾝﾊﾞｰに恵まれて、１年間事業を

行ってきました。本年は入会候補者６名に

対し、昨年度の岡部委員長の作成したﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄをさらに強化して、こ

れを使って説明会を実施しました。また、久保理事より我がｸﾗﾌﾞをＰＲす

る為のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成の提案をいただき、Ａ３二つ折りのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作

成しました。次年度にはこれをｺﾝﾊﾟｸﾄにした改良版を作成いただければ

と思っています。そして、本日かなわにてﾛｰﾀﾘｰ勉強会を開催します。こ

の勉強会をもって、本年度の事業は終了の予定です。みなさん１年間ご

協力ありがとうございました。 

 

職業分類・会員増強委員長 

杉町  孝会員 

 
本年度の会員増強委員会の計画は、まず

８月の会員増強月間に、ｵｰﾌﾟﾝﾚｲ会を実

施し、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの例会を肌で感じて頂き、

入会に繋がるよう企画致しました。結果２名の入会者が有りました。 

目標は会員数１００名・純増３名を目指しましたところ、皆様のお力添え

同 好 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 
岡部会員 先日のとうかさんにて、弊社ｶﾙﾋﾞｯｼｭのｱﾙﾊﾞｲﾄが結稲

荷（ゆいとうか）の１位に選ばれました。ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸで応援して頂いた

皆様ありがとうございました。 

当日計 48,000 円  累計 2,086,000 円

卓話時間 
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を頂きまして、純増３名はクリアできました。会員数も創立５０周年を迎

えた時には１０１名になりましたが、その後２名の退会者が有り、現在９９

名の会員となっており、大変残念でなりません。 

次年度も当委員会に関わりますので、神農次年度会員増強委員長宜

しくお願い致します。最後に本年度の委員会の皆様、１年間色々とお世

話になり有難うございました。 

 

出席委員長 佐々木礼正会員 

 
会員の三大義務の一つとして例会への出席

があります。ｸﾗﾌﾞ運営において最も基本的、

かつ重要になるのも出席をすることです。今

年度は全会員の方々のご理解、ご協力によ

り、本年度も現時点で例会出席率１００％を達成しております。 

ありがとうございました。残りわずかですが引き続き、ご理解ご協力の程宜

しくお願い致します。委員会としては卓話の時間に過去７年間でﾎｰﾑ例

会１００％出席された会員の方や回数をご紹介させて頂きました。 

毎回の出席報告は委員会全員輪番でさせて頂きましたが、快く引き受

けて頂き、委員会の皆様ありがとうございました。 

この一年間で、当委員会ﾒﾝﾊﾞｰでもあります、庄子会員の名言「出席

命！」に勝てるｷｬﾁｺﾋﾟｰが見つかりませんでした。今後に期待致します。 

以上で退任挨拶とさせて頂きます。一年間ありがとうございました。 

 

プログラム委員長 池久保典也会員 

 
約１年前にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を仰せつかった

時は、『毎週毎週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの内容を本当

に決めることができるのだろうか？』と大変大

変不安で心配しておりましたが、いざ始まり

ますと、委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さまや岡部常任委員長、そして執行部の

方々から多くのご意見・ご提案を頂き、また各委員会の委員長さんから

は、各委員会の担当例会のお話しもあり、気がついてみると、あっという

間にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが埋まっていました。初めての経験で不慣れな為、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

の運営上、不手際やご迷惑をお掛けしたことが多々あろうかと思いますが、

多くの方々のお蔭を持ちまして、何とか一年間をやりきることが出来ました。

一年間、本当にありがとうございました！ 

 

理事・ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員長 

藤田省蔵会員 

 

本年度は５０周年記念事業として広島北ＲＣ初の

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業に挑戦した国際奉仕委員

会に財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会として全面的に協力をさ

せていただきました。 

無事に承認され、各委員会共にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金

事業とはどういうものなのか大変勉強になったと思います。この一年間の

皆様のご協力に心より感謝申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

米山奨学委員長 中根弘幸会員 

 

私は過去２度ほど米山奨学委員長を担当

させいただいております。過去の委員長時代

は、米山奨学生が配属となっており、ｶｳﾝｾ

ﾗｰとして楽しくお世話をさせて頂きました。 

この８日日曜日に、米山学友会の２０周年記念行事が行われ、次年度

委員長を初めとして多くの北ﾛｰﾀﾘｰの会員の方にご参加いただきました。

この場を借りてお礼を申し上げます。私自身、久しぶりに昔の奨学生に

会えて楽しい時間を過ごすことができました。 

ただ、今年度は米山奨学生の配属がなく、次年度も奨学生の配属がな

いと聞いております。会員の皆様に米山奨学生と直に接する機会を提

供できないのは、残念でなりません。 

米山奨学生の配属がなかったせいにしてはいけないのですが、今年度は、

少し米山の活動が低調であったと反省しております。次年度の中川委員

長・吉永副委員長におかれては、この点少し工夫をしていただくようお願

いします。米山は、基本的に寄付をお願いする委員会です。今年度は、

皆様のご協力を得て何とか一人１万６０００円という地区の寄付目標を

達成することができました。皆様のご支援に感謝して退任の挨拶とさせて

いただきます。ご協力有り難うございました。 

 

会計長  土井 洋二会員 
 

本会計、親睦会計、ニコニコ箱会計、奨学

育英資金会計、５０周年会計、おおむね予

算案に沿ったかたちで消化されて参りました。

次年度への引継ぎの協力もそれなりにできま

す。１年間皆様の協力のお陰で無事会計報告ができます。ありがとうご

ざいました。 

 

副会計 下川信宏会員 
 

副会計として何をしたかと言われますと何も

出来ていませんが、これからの決算業務にお

いては土井会計長の手を煩わせることないよ

うに頑張ります。 

 

がん予防推進委員長 槇殿 透会員 
 

３年間の委員会活動で少しは癌を身近に

会員諸氏は、興味を持たれた事と思います。

最近自分が感じたのは、胃癌、肺癌、肝臓

癌、の予防は身近ですが、膀胱癌、大腸癌、前立腺癌、胆嚢癌、は見

過ごさせることが多いようです。検診時にはぜひもう少しついでですから検

査してみて下さい。いつも聞く言葉は、あの時に検査を受けていたらと言

われます。 

 

      
理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長     親睦委員長 

岡部知之会員         小林孝憲会員 

 

   
S.A.A.長           副 S.A.A.        副 S.A.A.  

下前嘉彦会員    古田裕三会員    渡部哲生会員 

 

※ホーム例会１００％出席の表彰について※ 

現在、ホーム例会１００％出席を続けている方は、最終例会で表彰

となります。 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年６月１３日（木） 会員数 ９９名 

出席  ８７名  欠席  １２名   来客  １名 

５月２３日例会 修正後出席率 １００％ 

５月度平均出席率 １００％ 

■来客紹介 親睦委員会 

久保 弘睦 様(広島陵北) 

■次回例会 ２０１９年６月２７日（木） １８：００～ 

【２０１９-２０年度 最終例会&新会員歓迎懇親会】 

※同日昼の例会を夜に変更します。 


